
アンケート実施期間 ～
回答者数 68 名 （登録者数 493 名 うち配信成功数 441 名）

●性別
男性 42 61.8%
女性 26 38.2%
計 68

●年齢
20代以下 0 0.0%
30代 1 1.5%
40代 17 25.0%
50代 20 29.4%
60代 12 17.6%
70代以上 18 26.5%
計 68

市民が気楽に利用できる施設市民は利用料が半額になる施設

三河の歴史を体感出来るコンベンションホール。
岡崎市の玄関口の集約（岡崎駅と東岡崎駅）と国道１号線の高架化。

市は市民に何を提供したいと考えますか？

土間と聞いてイメージするのは築100年以上の幼少期の知人の家で、土間にかまどや、
機織り機、糸車、蓑や蓑笠、山車の他、竹細工などいろんな物が沢山ありました。
君主が乗馬したまま土間入りし、部屋に移動出来る作りで、とでも広い土間でした。
板間の奥に畳のある和室がいくつか続く立派な空間を思い浮かべます。

板間では、陶芸や工芸、手芸の教室やイベント、畳スペースではお茶やお花の稽古、和
裁、洋裁、小物作りの教室やイベント、土間で、木工、園芸、日曜品作りの教室やイベ
ント、単独開催、共同開催や、どちらとものスペースを使ってのカフェ運営、空間の貸
し出しを時間、日数、曜日、週数、月単位での貸し出し出来る空間作りはどうでしょう
か。

知識のある個人が教えたり、習ったり、個人、グループ、企業など各種の教室やイベン
トの開催、少人数から大人数で参加可能なイベント開催など市民が自ら企画して開催す
るノウハウを教える教室やそう言うイベントもあると嬉しいですね。

散歩しながら、足裏健康や足湯に入る事が出来る雨に濡れない場所が有れば年齢を問わ
ず楽しめると思いますし、ベビーカーや車椅子での利用者配慮もあると喜ばれると思い
ます。

太陽の城の関連場所として夏場に子供たちが川の浅瀬で水遊び出来る区切りのある場所
を作って欲しいです。

市の土地を売却する事になるのは避けて欲しい。
市民の中から希望者を集って利益の上がる事業をさせる貸し出しなどがいいんじゃない
かと思う。

市の土地の売却または借地が外資になった場合、北海道夕張市みたいなりはしないかが
心配です
https://youtu.be/nq-pmkblJFQ
https://youtu.be/iCPXSCVeX4s
http://atarashiimichi.or.jp/booklet/202101/series02/01.html

とりあえず駐車場でいい。大きな。費用もかからないし。花火大会の時は、お金を徴収
して桟敷席みたいにすればいい臨時収入になる。駐車場収入などは目の前の清掃費など
に充てる。川のそばにキッチンカーを数台集めれば、いい感じになる。
跡地に何かつくることはやめるべき。集客できる方法は建物をつくらなくてもある。
ハードは乙川で充分。まぁ公共事業にお金を使う目的が優先順位が１位なら別の話だ
が。本当の集客が目的なら繰り返すが駐車場。乙川、岡崎城でハードは充分。ホテルな
ど建築は愚策中愚策。何かつくるなら、稼働していない野球場をこわして、スケート場
を作るべき。プール兼用の。

「どうする太陽の城跡地」アンケート
令和3年9月3日 令和3年9月12日

Ｑ１ 太陽の城跡地の活用方法についてご意見をお聞かせください。
岡崎の中心部で人が集まりやすいものを作ると良いかと思います。
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●土間：日常と非日常を兼ね備えるというコンセプトが広過ぎる感じがします。中途半
端になることはないのでしょうか？
●思い付きですが、観光に重点を置くなら対岸の岡崎城を意識し家康公を関連させた土
間作り・観光客が寄ってくれる江戸村とか、太陽の城を継承し子供が雨でも遊べる施設
とか、河川敷も活用した施設とか。公設民営で上層部を宿泊施設・会議室等に活用する
のはよい。
●具体的なことは別として、市民が参画してことを進めることは大変良いことと思う。
ここまでまとめていただいた関係各位に感謝申し上げます。
役に立つことが言えずに申し訳ありませんでした。

市議会で散々練られた”コンベンションホール建設”について、このアンケートの取り
方に違和感を感じます。
『80億もの税金』確かに80億もの税金ですが、回収できない算段だったのでしょうか？
しっかりと試算された計画だったはずのものを、市長の一声で『中止』『イヤ、業者に
も上手く伝わってなかったみたいだから』『なんか雲行き怪しいから中止じゃなくて凍
結』？？？凍結で違約金が発生するとも伝わってきていますが、われらの税金で違約金
が支払われるのではないかという我々の関心は市長からお答えいただけていないのでは
ないでしょうか？
”土間”のイメージで（土間、からどんなものを作ろうとしているかすらイメージする
ことができませんが）どんなものができるかわかりませんが、それで作ろうとしたもの
は市の活性化と費用回収の試算も再実施するということですか？

今となっては中止や延期や凍結や再考だなんてことよりも、中根市長が掻き回したとい
う印象でしかありません。
こんなことが許されるんなら、市議会って何のためにあるんです？

多額の税金を要するコンベンションホールは絶対に不必要。
1.籠田公園みたいに街中のオアシスを作り上げて欲しい。アーバンスポーツやグランピ
ングができ、子供たちが遊び、催事に人々が集まり、朝市や夕市やカフェが合体した
パークを作って、子供も若者も老人も観光客も楽しめる貴重なスペースになって欲し
い。
2.または全国から多くの競技者や関係者が集まる東海地区No.1のアーバンスポーツパー
クを作り上げて欲しいです。コンベンションホールに比べたら建設予算は雲泥の差です
から。

ホテルなんか絶対いらない
誰が泊まりに来るの？

岡崎市はもったいない作り方ばかりしている

リブラの前には何億かけて、城下町みたいな施設を作ってすぐに壊したし。

美術館は外見の格好ばかりのいくらかけて作ったのという位無駄が多そうで、市民が使
いにくい場所にあるし。

最近できた木の橋は、額田地区の森を守るため、水害などの対策として、名目はいい
が、木で橋を作るのは耐久性にかけるし、一年で古ぼけた感じになるし、何年かに一度
変えてもまたお金がかかるし、橋の上をマルシェなんかして活用といっても、橋の上で
吹きっさらし、で疑問に感じることばかり。
他にも色々あるが、まず気になることのみ。

リブラはやっとみんながよく活用できるものができているとおもう。

外見に金をかけるより、もっと市民が活用できるもの、外の人に対するものよりまずは
市民の生活に役立つもの、を望む

作っては壊す、外観はすごいが中身がないものはいらない

少子高齢化を見据えたものでなければならない。

これがあるから子育てがしやすいを目的にしても、急にはそんな時代はやってこない
長く、どの世代も使える市民のための施設でなければならない
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単なる広場にしておくか水害対策用品格納倉庫にした方が良い
太陽の城跡地とは全くイメージできません
歴史博物館

何になるにしても駐車場をしっかり完備してほしいあの位置に作るなら
前回の案で良い。土間のイメージ、田舎の感覚だ、市長の頭と同じ。

土間と言われても、イメージがつかない。
今のままの計画で、有効活用できるのであればよい。児童館とか目的を決めてしまう
と、利用者が減ったときに潰しがきかない。

有効活用の例としては、市民が中心になったセミナーとか、子供のための実験教室をや
るとか、大学とタイアップした行事とか、大ホールを使わないときは、小さい子供に遊
び場として開放するとか。

籠田公園のように、市民が有効活用できる場にぜひしてほしい。

コンベンションセンターは要らないとおもいます。税金の無駄遣いです。
コロナ禍で大変な時です、税金はもっと有意義に使って下さい。

公園が少ないので、遊具が充実した公園が欲しいです。駐車場や売店も有れば週末だけ
で無く、散歩がてら子供を連れて行きやすいかと思います。
全天候型だと尚良いです。

もしくは発達障がい児や、身体障がい児の療育施設も足りてないので増やして欲しいで
す。
放課後等デイサービスも足りないです。
御一考宜しくお願いします。

私が知らないだけかも?
知れませんが、岡崎市はスポーツ施設は
多く整っていると思います
シニアでも利用する人はいるかもしれませんが、老人が気楽に利用（昔の桑谷山荘の様
な近くで安価で楽しめる）出来る施設が有れば老人でも遠方に出掛けられ無くなっても
年寄り同士でゆっくりした時間を楽しめると思います。
運動も苦手、老人でも利用出来る施設をつくってほしい!
そう思います。

アフターコロナの世界では、ホテルやコンベンション施設の需要は見込めず、多額の税
金を投入する意義が感じられない。乙川河川敷の近くであり繁華街近くの立地を生か
し、マルシェ、BBQ、キャンプなどができる施設、公園としてはどうか。

岡崎市への来訪者のもてなしという意味合いで土間のイメージ自体は悪くないと思う。
年配者、大人、子供など岡崎市民が利用する際に入りやすい施設かというような事も深
く考慮して欲しい。会議室利用も高すぎる利用料金では利用されないと思うし県内、県
外で岡崎にない有名飲食店や有名小売店の誘致をして岡崎市中から注目を浴びる施設と
なることを願います。

土間のイメージもとてもよいと思いますが、私は家康公から始まった江戸時代の町並み
の再現がこの土地の魅力を生かし、賑わいを取り戻すのではないかと思います。
道の両脇にお店が立ち並んで縁台で休んだり、芝居小屋を見物したりと、各年代の市民
が等しく楽しくて、くつろげる空間が理想です。

岡崎警察署が南に移転するとか、市内中央から離れるので、分署とかできたら便利です
免許証の交付だけでも できたらうれしいです。

土間の発想は大賛成です。児童館や高齢者が気軽に集えるスペースがあるといいです。
1階には飲食店があると便利だと思います。
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岡崎城の真ん前という場所だから、それに相応しい、岡崎の歴史に触れられる場所で
あってほしい
ホテルならば対岸にあるから必要ないと思うが、例えば花火大会の時にホテルの部屋か
らゆったり見られる、というものならばいいかな、とも思う
ただ、それだけのためにホテルを建てるのは勿体ないと思う
確か一時期自転車の駐輪場になっていた場所だったと思うが、話はそれるが、東岡崎駅
近辺でそこがなくなってから駐輪場がないと聞いたことがある
そういう整備もしてほしい

うまく言えないが、岡崎の歴史を感じられる場所であり、岡崎の今を感じられる場所で
あってほしい
そこを拠点にして、徒歩で、自転車で、乙川を舟で、巡れるようになったら楽しいか
な、と思う
また、そこを始点に、岡崎市内の観光名所や歴史施設などを半日とか１日かけて回る観
光バスがあれば楽しいと思う
観光バスだけでなく、徒歩や自転車で巡れる、小さなツアーの始点にしてもいいと思う
そういう、色々なものの始点となる、宿泊施設もある、大きな観光案内所的なものもい
いかな、と思う

市民から意見を聞くことはとても良いことだと思う。ただ、10人いれば10通りの意見が
あるわけであるから、施政者は岡崎市の未来の発展になることを考えて跡地利用を考え
て頂ければ一市民としては従うほかないと思う。その上で少しだけ意見を述べたいと思
うが、太陽の城跡地だけを考えるのではなく岡崎市全土の発展と言う事で考えてほし
い。今知立市では、知立駅近辺の高架化工事が進んでいる。踏切で分断された知立駅周
辺の再開発をすることで知立市の発展を考えて大規模な工事が進んでいる。豊田市は、
トヨタと言う世界企業の功績もあり発展を続けている。おそらく豊田市民は、岡崎何す
るものぞと言う気概を持って町の発展を考えていると思う。そうした中で、岡崎の発展
は今一つ中途半端なものではないかと思う。跡地利用についてホテルやコンベンション
ホールを作ることはこれからの岡崎の経済発展を考えてもよいことだとおもう。がしか
し、そこに素晴らしいものを作ったとしても殿橋近辺の交通渋滞をどうするか？慢性的
に発生する交通渋滞を考えずに立派な施設を作ったとしてもそれが岡崎の発展につなが
るか？そこは甚だ疑問であるが、私は箱物賛成派である。
私は思うのであるが、コンベンションホールもホテルも東岡崎駅の中に持っていったら
思うのである。そこは駅である。利便性はどこの場所より最高の立地ではないだろう
か？しかし東岡崎駅周辺も慢性的な渋滞を起こしている。その大きな原因は明大橋から
来た道路が東岡崎駅で止まっていることとバスターミナルから出たバスが狭い道路を東
西南北に走ることにも関係があるのではないだろうか。もちろんそれだけではなく色々
な原因が複合的に重なっていると思う。東岡崎駅の地下を明大橋から来た道路を南北に
走らせたらまた違う景色が見えてくるのではないだろうか？そして広い東岡崎駅の土地
を再開発してホテル、コンベンションホール、バスセンター、ジム、駐車場、そしてマ
ンションのある複合施設を作ったらどうかと思うのである。そしていまひとつ、岡崎駅
と東岡崎駅をつなぐ方法、例えば愛知環状鉄道を東岡崎に引き込むとか電車通りにモノ
レールを走らせるとか、駅と駅をつなぐ方法を考えることである。何をするにも財源が
なければできないことだと思う。それでも未来の岡崎市の発展のために夢のある未来展
望を考えてもらいたいものである。たとえそれが大風呂敷であっても、自分たちの税金
を投資するのに値する夢物語のプランを考えてほしいものである。
終わりに跡地利用の意見。一つは、八町のクリーンセンターでお湯を沸かした温水プー
ル。もう一つは、土間空間的な展示場の施設。もちろんホテル、コンベンションホール
も東岡崎で実現できないならば殿橋の渋滞を考えた上で賛成である。

市役所のEV車急速充電設備が劣化で廃止されました。格安な急速充電設備を是非設置し
て欲しい。なお、たくさんの方々が利用できやすいよう最大出力の充電設備と、PHEV用
普通充電器を複数設置いて欲しい。

「コンベンション施設」、「ホテル施設」及び「土間」の建設には反対。
アウトドアで利用可能な空間、子供と一緒に家族と過ごせる空間、市民団体等によるイ
ベントに利用可能な空間、
その様なスペースを提供することが望ましい。建物は最小減で、空間を利用する。

「土間」と言われてもイメージがわかない。
目的をはっきりさせてから目的に沿った施設を作るべき。目的は無理に作る必要はな
い。
太陽の城跡地活用より、東岡崎から乙川河川敷、岡崎公園、板屋町、松葉総門跡、八丁
味噌、旧矢作橋跡に至る岡崎観光散策路を整備するほうが市民にも観光客にも喜ばれる
と思う。
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岡崎市のシンボルタワー

なぜ土間？全くそんなイメージは感じられない。
しかも、市民からの意見は賛成、もしくはほぼ賛成という意見しか掲載していないので
は？
少なくとも私はこれまでのムダな計画に厳しい意見をアンケートで伝えさせてもらった
が、そんな意見は全くないような感じで進められているように感じる。
そんな偏った感じの進め方でいい施設など出来るはずもない。
今回のアンケート、意見募集には、今までで１番、正直ガッカリした。乙川のリバーフ
ロント計画や岡崎城近辺の活用についても、利権が絡んだり、一部の者、団体だけが微
笑んでいるとしか思えない。市民の意見を真摯に聞いていない行政に協力などできな
い。

色々な体形に変化できる「土間」はとてもよいです。

コンベンション的な公共施設と子どもたちが遊ぶ施設（例えば屋根付きピクニックパー
ク）は分けて考えたらいかがでしょうか。
太陽の城跡地ということで子供たち向けと考えがちですが、屋根付きピクニックパーク
は南公園のテニスコート跡に建てたら雨でも、夏の暑い時でも遊べるしお弁当を広げる
ことも出来ます。

太陽の跡地には、土間的空間でおとがわで遊んでいるときに急な雨が降って来た時の退
避場所だったりすると、とても助かりますが常にそこで遊ぶのはどうかなと思います。

コンベンション施設をぜひとも作っていただきたいです。
大きな会議を開く際に、名古屋にわざわざでかけたり、蒲郡の温泉街で泊まったりしな
くても済むし、大きなお金が市外に出ることもありません。
私も昔働いていた時に200人規模の食事を伴う会議（お客様招待会）を行うときに安城
の結婚式場を予約しなければならず準備にとても苦労したことがありました。

コンベンション施設は額田の木で木造洋館で建ててもらえたら目を引くし温かみもある
しでよいと思います。
持続可能な取り組みでもあるとおもいます。

「土間」のイメージと問われても、加茂荘花鳥園のような広いところを思い出す人は少
ないでしょう。
自分は、生家の竈があり牛小屋につながった「土間」を思い出します。市長は、「土
間」にどのような印象を持っているか知りませんが、多くの市民は、加茂荘や二川の陣
屋の土間を思う人は少ないでしょう。
「土間」「のイメージは貧弱ですし、「土間」から太陽の城跡に整備する施設のイメー
ジは湧きません。

どんな機能を
西三河の岡崎に1000人収容のコンベンションホールをと言う意見があるが、岡崎にこ

んな需要があるのでしょうか・・・
こういった規模が必要だというなら、愛知県に用地を無償貸与し建設をしてもらうよう
要望をしたらどうでしょう。市民が使わない施設に多額の市税を使うことは反対です。

また、竜美ヶ丘会館の利用はどうするのでしょう。

ホテルも、康生に有った名鉄ホテルが撤退し、それ以降岡崎市に新しいホテルが必要な
需要が生じているのでしょうか。
岡崎に都市(観光）ホテルを建設して収支が合うというなら、民間業者が用地を買って
でも進出するではないですか。
利用料金の安い安っぽいビジネスホテルが進出するだけではないでしょうか。

岡崎の中心街の康生がさびれたというが、康生がさびれても他ににぎやかな所(明大
寺のイオン）が出来てきているし、康生は静かな住宅街になればいいのではないでしょ
うか。
かって、賑やかだったと言って行政が手を差し伸べる必要があるのでしょうか・・・。
住んでいる人が望んでいるのでしょうか？？？

用地は、しばらく芝生広場で様子を見てはどうでしょう。

中核都市岡崎として相応しいシティーホテル（10階以上）の誘致が望ましい。
※分子研究所、三菱自動車、トーレ等日本有数の会社があり国内外の賓客が訪問・宿泊
できるような設備が望ましいとか考
えます。遊園地、公園、等遊び場等より実益を生み出す方向に視線を向けるべきと考え
ます。新幹線（新安城）にも近く、東名、新東名、空港（セントレア空港）等々アクセ
スがこれほど整っている所は無いか考えます。
将来を見据えた発想をお願いします。
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”太陽の城”の思い出といえば”市民第九を歌う会”の練習です。
岡崎にはこういった施設が少ないのではないでしょうか。是非ここに復活して欲しいも
のです（駐車スペースは広くとって）。

土間のイメージ 賛成

小学生の子供がいる母親です。
コロナで岡崎市民が豊田市の室内で遊べる広場が使えなくなり、本当に残念な気持ちに
なりました。
元々子供向けの場所だったなら、元に戻してほしいです。
ホテルなら対岸に名鉄グランドホテルがあるし、会議場ならリブラ、竜美会館なと他に
も市内に存在します。
そもそも土地が狭く、たくさん駐車場を作れないのでは？
また、オンライン化が進む中本当に広いホールが必要でしょうか？

太陽の城跡地利用について、先ずは、殿橋南交差点全体の土地利用計画図を作成し、付
近の皆さんの声も広く、聞くことから、初めて、移転などの問題も、提起する。

太陽の塔が閉館してから、他府県より岡崎市に住んでいるので、このテーマには関心が
ありませんでした。今回のアンケート依頼で、場所や市長選で話題になったコンベン
ションホールのことをやっと理解しました。
人口38万人規模の市としては、大規模なホールの利用が年に何回程度あるのか、その利
益と維持費などの収支は黒字になるのかなどのデータがないと判断できません。
立派な施設があれば、人は集まるかもしれませんが、赤字になるのなら不要です。
人口38万人規模では不要かもしれませんが、この施設で必ず市民に利益があるなら、建
設すればよいでしょう。
他府県では、岡崎市と同じ規模の自治体でそのような施設はあるのでしょうか？
１００万人規模の自治体なら、あるのは知っています。
他の自治体の例を示してくだされば、検討できます。
現段階での予想(利用頻度、収支など)のデータや、他の自治体での大規模コンベンショ
ンホールの成功例(失敗例？)を公開してください。

・前回のアンケートで今後岡崎市は既存施設の維持管理に相当の財源不足が見込まれる
ことをアナウンスしているが、さらに80億円もの税金を投入する余裕があるのか。ない
ならばこの計画は潔く諦めるべきである。
・「経済界の声を重視すること」という意見もあるようだが、300人規模の施設であれ
ば既に甲山会館がある。また1000人規模の施設を計画しているようであるが、将来with
コロナの世界になっていく中で、1000人規模の施設を作ろうとすれば現状の倍の広さは
必要になり現計画では不足するはずである。現計画を進めても結局使えない施設になっ
てしまう恐れが非常に高いと考えられる。多額の改修費をかけた市民会館や中総の稼働
率をもっと上げるために何をするべきかを考えたほうがよい。
・市長は「コンベンションホールを再考」することを掲げたのではなく、「とにかくコ
ンベンションホールの80億円をやめ」ることを掲げていたはずである。市民に5万円を
配ることもできず、コンベンションホールに対してのスタンスもいつのまにかトーンダ
ウンしている。

１．そもそも「QURUWA」という名前が腑に落ちない。クルワと聞くと、「廓」または
「郭」で遊郭をイメージする。

このことを連想させる言葉を命名する岡崎市のセンスが疑われる。

２．したがって、太陽の城跡地には、クルワのイメージを払拭させる物が必要。

３．ホテルやコンベンションホールを作って、はたしてどれだけの利用者が来るの
か？ 施設の稼働率の予測はどれだけ？

４．市民が気楽に立ち寄れる土間的なアイデアは良いと思う。

５．岡崎市は公共交通機関がはなはだ乏しい中、今は自家用車で移動している市民もこ
の先高齢になり、移動に困る人々が多数でてくる。また、経済的その他の理由で介護施
設に入居できない高齢者難民も今後多数でてくると思われる。
岡崎市は近隣他市にくらべて、そういった福祉行政がお粗末と思われる。
ホテルやコンベンションホールの議論は、社会福祉が改善されてからでよいと思う。
それが我々市の恩恵をあまり感じない矢作川以西に住む多くの住人の声だと思う。

当該地への交通の利便性が低いため、利用することが想定できない。郊外からKURUWA地
域への公共交通の利便性の向上にまず取り組まないと一部の利用者にしか活用されない
施設になるのでは。
一部の利用者のためなら、資材の投入はやめるべき。
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太陽の城を利用したことがなくどんな施設だったのか詳しくは知らないが、子どものた
めの施設がなくなってしまったと聞いているので、再び子どものための施設を作ればい
いと思う。
科学館(プラネタリウム)、博物館、室内遊具の充実、各種ワークショップなど。

コンベンションを「土間」としてイメージすることは難しいです。小学生に「土間」に
ついて聞いてもわかりませんでした。馴染み深いイメージのために出てきたのでしょう
が、若干飛躍していて逆にわかりにくくなってしまった感じがします。全世代型施設に
するならば、1フレーズ聞くだけで、イメージが湧く言葉の方がいいような気がしま
す。その意味ではコンベンションという言葉も卒業すべきです。
もともと大人数を収容できるコンベンションはこの三河地域にはなく、岡崎が整備する
ことで他市との違いを出し、シンボルとでき、少なからず採算性にも寄与すると考えら
れたのではないでしょうか。また公設民営だからこそ、民間もリスクの観点から名乗り
をあげることができたと思っています。その部分は何より肝なのであり、この点が揺ら
いではそれこそ多額の税金を投入してまで整備する意味合いはなくなり、無駄なハコモ
ノになってしまいます。まず、整備するならば本来のコンベンション機能は有したもの
であるべきだと考えます。その上で、市民も利用しやすい場所とするにはどうあるべき
かを考えていくべきです。名古屋の吹上会場でよく行われるようなイベント、各種○○
博みたいなもの（プラレール博やハンドメイド博など）を開催したら市民デーを作って
少し入場料を抑えて率先して市民に利用してもらうとか利用方法の点から市民に身近な
施設にする。中日文化センターがなくなってしまってカルチャースクールが中心部から
なくなり残念に思っていたので、できるのを楽しみにしていました。また周辺にはトイ
レも休めるカフェもなく、できればより行きやすいエリアになると思っていました。行
きたいけれど、ちょっとまだ気軽に行きにくい場所でもあるので、こういった整備をし
て欲しいと思います。
旧太陽の城が持っていた機能は今ではリブラがその役目を果たしていると思っています
が、小さくてもコンサート機能を持たせることができたり、子どもたち向けの大規模な
イベントができれば、それでもう旧太陽の城以上の施設になると思います。太陽の城が
なくなってしまってからもう年数も経っているので、知らない人も増えていますから、
もう旧太陽の城という名前を使うのもわかりにくいのではないかと思います。

ただ、作ると無駄になるのか、つまり需要予測やその維持管理費の妥当性については疑
問の余地がないわけではありません。作る作らないという議論の中でこの点こそが本来
争点になるべきだった気もしますが、ここまできてしまった段階ではもう無理なのかも
しれません。ならばどうすべきか。より利用される施設として、現状マイナスイメージ
になってしまったこの施設をシティープロモーションなりでプラスイメージにして高め
てより採算性のある施設にするしかないと思います。
今からは人口、住民をどれだけ自市に取り込むことができるかが熾烈な争いになりま
す。このコロナ禍で普通交付団体になってしまったのを知り、岡崎市はまだまだ脆弱性
を持っていると感じました。福祉を進めるにはより投入すべき税金なりが必要ですか
ら、福祉を充実させるには、より自立し、多方面から収入をあげることができることが
必要です。その一翼を担う施設を作るという気持ちで市も市民も取り組むべきだと思い
ます。何より福祉を進めるための施設としての位置付けをすべきです。障がい者の方も
当然利用できるし、その利用が膨らめば最終的には福祉にまわっていく。一人一人が納
めた税金が集まれば大きな力になる。そういった考え方を広く理解してもらうべきだと
思います。
前の籠田公園は暗く、どう遊んだらいいかわからなかった公園だったのに、再整備で小
さな子が集まるようになった。乙川から桜城橋、リバーサイドに集まる人も増えまし
た。すべては1人1人の税金や行動から大きな成果を作り出しているし、それは無駄では
ないことを今一度行政も政治家の皆さんもアナウンスして頂きたいと思います。

正直 税金使うのは、どうなのか
コロナで、今後市の収入が厳しくなるのでは？
それなら、民間や分譲地にして 財政にしてはどうなのか？
はっきり言わせてもらって、市と土建業界とのズブズブ関係は 市民も知ってる 役所
と議員しか潤ってないのでは？ もっと 市民の暮らしが よくなる事を考えて欲しい

市街地にコンベンション施設は不要。
葵ホールと幸田町のさくらホールで充分。

８０億円を名鉄東岡崎駅前周辺整備に使って欲しい。
こうせい地区の開発中止すべき。発展性全く無し。手を引く。jr岡崎付近を中心に文化
とITソフト地区の核として開発。
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ITを利用したEスポーツの殿堂を作り若者を集める

駐車場にすればいい乙川周辺店舗利用で割引あり

今後もコロナが無くなる事は無いし、企業は出張費のコストカットの為オンラインが主
流になると思います。学校もタブレット授業が当たり前になります。

従って、大きな施設の需要はなくなります。

今ある、ホールや、会議室等を、オンライン会議に適応できるように設備を整える事の
が必要だと思います。

太陽の塔も、南公園も、安全対策を万全にしつつ、最小限の経費で、岡崎市民の為に役
立つものを作って欲しいです。

例えば、やがて来る災害の為の避難所に出来たり、子供や、障害者、高齢者の為になる
ものを、企業と協定を組み、作って欲しいです。

施設の充実で市民が満足するのは間違いです。
桜城橋の失敗、無駄遣いを繰り返さないで下さい。
今さら税金の使われ方をアンケートする関係者の気持ちが不快です。
情けない行政は、改めて市民に寄り添った活動を希望します。

少しおかしいと、どうしても思われちゃいます。あんな中心地で、新たな建物内に。復
旧する建物ならわかるけど。

基本的な構想として「市民が気軽に集まり、岡崎市のことを学びながら、リラックスで
きる場所にする。また災害時には避難場所としても利用できるようにする。」建物の階
数は費用との関係もあるだろうから、任せるが、歩行者、身障者などが堤防の高さから
入りやすい階数（例えば３F）を主要な入口とする。駐車場は出来るだけ立体式にして
（台数を増やすためと利用しやすい）、駐車場のどこの階からでも容易に入れるように
する。駐車場は有料でよい。また駐車場も含めて屋根は太陽光発電施設を設置する。ま
た受電設備や自家発電設備や給水タンクなどは水害時などで影響されないような階（屋
上か？）に設置する。具体的な内容は入口となる３Fは事務所、トイレほか厚生施設、
この建物の紹介と利用方法、岡崎名産品売店、軽食くらいはできる休憩室など。屋上の
すぐ下の階はスポーツ、趣味、演芸、音楽が楽しめるような部屋とし、災害時には避難
場所として使えるようにする。この階は他の階でもよいが災害時、身障者が車いすでも
移動しやすいような階がよい。屋上は展望がよいことを利用して憩いの場所とする。雨
や炎天下を避けるような屋根を付けた休憩所がほしい。また、噴水や水場を設けたり、
小山や滑り台などがあり、幼児などが走り回れる遊び場も欲しい。けがのないよう危険
なブランコやジャングルジムはなるべく避けたい。年寄りが冬でもくつろげる日向ぼっ
こが欲しい。少々の音量でも出せる楽器が演奏できる場所がほしい。夏はビヤガーデン
もよい。その他の階については義務教育の学生を育てるためのコーナーを作って、楽し
く学べる場所としたい。各学校に依頼して、どういうものを展示するか任せて、さらに
各学校順番性とし、定期的に内容が変わるようにすればよい。また別の階では各役所
（市役所、警察、保健所ほか）に依頼して、広報活動も含めて、現在の岡崎の状況と課
題を展示する。また別の階で岡崎と近郊の名所旧跡を紹介して、四季ごとに今の見所
（花、紅葉、果物、お祭り、催し、グルメ、動物園、遊園地など）をオンラインで見せ
る。クイズなどもあると面白い。さらに岡崎にある特色ある企業、名工などの協力を得
ながら、紹介するのはどうか。

乳幼児から小学生６年生の子供たちが体や知能を使ってアソブところを作ってほしい。
岡崎市内にはそういう場所があまりにもすくない。変な話ショッピングモールが遊び場
になってます。そんなのは世の中おかしい。
そこに若いファミリーが利用するようになるとまた街も活性するかと。ホールよりはい
い。それに合わせて駐車場も完備してもらうとみなが利用する。外ではオトガワリバー
で遊び，太陽の城跡地ではまた遊びと。

市長の考える土間。中と外をつなぐ憩いの場となる場所。とはなかなかイイ意見だと思
います。

岡崎市では、室内で元気に遊べる場所が少ないので、単体で中で遊べる。しかし、外で
遊んでいた人もまた建物で遊ぶ（ゆっくりする）場所になればいいと思います。

跡地利用についての意見。
現在、コロナ禍であり当面箱物を造っても利用が難しいと思います。
それよりも周辺の道路は慢性的な渋滞で、また道も狭く危ないと常々思っています。ま
ずは交通インフラなど整備しては如何でしょうか。
駅周辺の整備も必要かもしれませんが、岡崎市内もっと色々税金投入が必要なところが
いっぱいあるのではないでしょうか。
より良い街造りを期待しています。

太陽の城は聞いたこともなくどこにあるのかも知りません、従いまして特に意見はあり
ません
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ほんとに市民にとって役に立つ、あって良かったと思えるようなことに使って欲しい

古民家ブームになっていませんか？
賛成しかねます。
年代を問わず利用できる器具を配置した運動広場はどうでしょうか？
気軽に集まれて利用できるようになればいいなと思います。

どこにあるのかもさっぱりわからないから行ってみたい。
気軽に参加できるイベントの開催をして欲しい。
市役所や図書館の機能もあると便利だと思う。
行政のコンビニ化をして欲しい。

岡崎市をどうして行くのかを、考えるのは行政の仕事です。アンケートで意見を聞くの
は良い事ですが、基本的な考え方、方向性、ベースを示すべきです。跡地活用は末端の
話なので、岡崎全体の魅力づくり住みたい町づくりの基本的と考え方を示して下さい。
土間のイメージは良いと思いますが、今の人には想像できないと思います、Web 上での
表現等を併記すべきと思います。
なんでもアンケートするのは無責任だと思います。
ホテル、飲食店は良いが高級なのを居れても無駄になりそう！
会議室は要らないと思う、あっても年に数回ぐらいの使用になっちゃいそう。
もともと太陽の城は子供たちの施設だったのでは？なら子供たちが遊べて、学べるもの
がいいな。
土間の発想はユニークでいいとは思いますが具体的にどう展開するかが難しいところか
と思います。
いずれにしても市中心の岡崎の顔になるところです。

1 38万都市にふさわしい立派なシティーホテルは絶対に必要
2 当初あったコンベンション施設の計画もなくすべきではない
3 岡崎の顔となる立派な施設を早く実現してほしい

現在コロナの影響で、将来像のイメージがつかめないのが実情です。80億円の税金をそ
のような投資に使うのであれば先送りにして、現在の問題を最優先に考えた方が良いと
思います。それが可能であれば市街地の活性化は大切な物と考えます。さてホールの整
備は具体的にどこからどこまでの範囲なのでしょうか？その範囲内でどの様な工場、商
店、民家などがあるのでしょうか？そのような場所に岡崎市民がどの様な目的で行くの
でしょうか？まだまだ決まっていないのであれば限定された推奨人で原案を何点か作成
して議論すれば良いと思います。その後市民へアンケートしてこのような場所にして欲
しいという内容が決まると思います。

土間について
・今更土間と言っても６０から８０歳の人が恋しがる、懐かしがるだけで、今の若い
人、これから岡崎市を背負って行く
人々は土間の経験もなく、ただただ不便な物でしかない、全く無駄年寄りの発想。
どんな施設かについて
・これから先、若い人びとに活用して貰うには、箱物の建物を作りその維持費に何十億
円かけていくような施設は不要で、アウトドア的な施設がいい、街の中で日帰りキャン
プができ、宿泊できるテント式キャンプ（自分で張る）体験式、オートキヤンプ、備品
貸し出し、食料販売、管理人で管理が必要、近くの川での船体験、まだまだ岡崎市は車
が無いと生活がほぼ成り立たないから設備には駐車場は必須、屋外イベント広場（有
料）朝６時３０分からのラジオ体操広場で市民公開、予約制にて管理、平日自由無料公
開部分と予約使用部分を区別する。ほかにまだまだ考えられるが基本はアウトドア設
備。
これまでの意見
・ホテルだコンベンションホールと言っても現状岡崎のホテルの活用状況をみてホテル
が必要なほどニーズが有るか、泊まるなら蒲郡方面の温泉になる、コンベンションで会
議、パーティーと言っても岡崎市内の民間設備で賄えると思う、ニーズが多く逼迫して
いないと思う、市保有設備でも１００、２００人くらいなら活用できるのでは、こんな
大きな会議は年に１回有るか無いかと思う箱物管理維持だけでも年間何十億も使うのは
無駄です。ならばもっともっと将来のために人材育成に金を使うべきだ、教育、子育
て、子供を産みやすい、働きやすい、保育園、若い人が転入したい、暮らしたい街つく
りに資金を使うべきです。

子どもがのびのび遊べる、集える、学べる場を提供してほしい。
そこに行ったらお金がなくてもすごせる、楽しめる、また行きたいと思える場所を岡崎
市の中心に作ってほしい。
未来の岡崎を背負う子ども目線で計画してほしいです。
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市民の中でしっかりとした議論も、話し合いもなく、行政によって敷かれたレールの上
を走るだけのプランでは、市民からそして他県の人からも魅力ある施設等とは言えない
でしょう。

そもそも跡地に何かを作らないといけないのでしょうか？
空き地にしておいて、ゆったりとした利用を促し、長い時間をかけて議論を行ったらど
うでしょうか？

岡崎の行政は何かにつけて拙速な感じがします。
人道橋もそうですし、郭（くるわ）構想も、作ることに携わった方々以外にとっては、
有っても無くても関係ないものです。
岡崎独自の他には無いユニークなものは何でしょうか？
おそらく「思いつかないなぁ」という人が９９％を上回ると思います。
まずは、ここを長い時間をかけて作っていくことから始めることが大切だと思います。
こう提案すると、市長をはじめ議員さんにとっては自分の手柄にならないからとやる気
にならないかもしれませんが、そもそも行政とはそうしたもので、誰にも知られずに市
民の土台になることが元も大切な姿勢です。
それを忘れているのではないでしょうか？
長いスパンを取り仕切っていくのは、市役所の皆さんの役割です。
事務処理をするだけでなく、市長・議員には成し終えない長いスパンの岡崎のあるべき
姿を構築してもらうのが役割だと思います。

そして長いスパンで作り出していくべきものは、今言われているようなスマートなんと
かとかITを利用した街づくりだけではなく斬新なものにしなければ意味がありません。
数百年にわたって誇れるものは何か？
それを市役所・市民ともになって議論出来たらよいと思いますし、そうでもなければ斬
新な構想などは出てこないでしょう。
その為には中高生から「未来の岡崎」の姿を構想してもらい、それを年々積み重ねるこ
とが大切です。
これが２～30年も続けば、ほとんどの市民が携わった岡崎市構想となり、他人ごとでは
なく自分事として岡崎市を考えていくことができるようになりますね。
この間に財政を整え、国の意向に縛られない独自なものができるのだと思います。
観光などでの客引きでは本当の岡崎復興にはつながりません。
岡崎市民が一人一人自分事として岡崎全体のことを考えられることになることこそ、最
も大切なことだと思います。

土地(空き地)等があると、何かを作る事ばかりをする。所謂箱物政策である。何も建物
を作らない発想も重要かと存じます。
一例ですが、多種の木を植えて木だけの小植物園等。

話は別に成りますが、東公園の象舎に付いてです。現在非常に狭いコンクリートばかり
の環境に置かれています。
動物虐待の見本のような状態です。是非現在の面積の最小でも２０倍、理想を言えば３
０倍以上の面積に最小でも木を植え
草を育て水浴びが出来るプールを備えた環境を作るべきだと存じます。よく予算がない
と言われますが、余り利用者が無い木造の橋、通称「いらん橋」などにドブに捨てるよ
うに９０億円以上も使っています。腹立たしい限りです。いったい何を考えて居るのか
緊張感が足りないのではありませんか。
市政は熟慮に熟慮を重ねて行って戴きたいです。

アンケートは大切な市民の声を聞く一つの方法かと存じますが、中にはどうでも良いア
ンケートもあります。
有意義なアンケートを多く考えて下さい。

「土間」のイメージで感じたのは、昔の自分の家にあった「土間」が頭に浮かびまし
た。広い空間に人が動きやすいように周りに炊事用の「クド」が配置され水もむき出し
のパイプが配管された、今の時代で言う設備です。一般的に「土間」と言っても結局は
箱物を作り中身を「土間」のイメージでと言う事になるのでしょうか。箱物は維持費が
かかる割には利用頻度が悪いとの意見も聞きます。いっそのこと契約者用、公園利用者
への一般利用者用の駐車場にしては如何ですか。
常に満車になる事は無いにしても岡崎公園でのイベント開催時に利用できるスペースと
して確保して欲しい。
・岡崎公園に行く際の交通手段が乏しいため自家用車で行きたいが、駐車場が少ないた
め行くのを躊躇することがしばしば起こっている。駐車場の維持管理費は契約駐車場利
用料と一般駐車場からの利用料で賄う事は可能と考える。
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☆アンケート回答にご協力いただいたみなさまへ
この度はアンケートにご協力いただきありがとうございました。
アンケートの内容については、太陽の城跡地活用についての今後の方向性の検討のた

めに活用させていただきます。

「キーノ和歌山」(和歌山市図書館併設)のような、市民も観光客も使える施設とか、
「coしぶや」のような、子育てに関するあらゆることが賄え、さらに一般市民も利用出
来る施設、が欲しいです。

まず子どもたちや子育て世代が使える施設であることは大前提で、かつ、一般市民も利
用出来る、市民の憩いの場的な施設がいいです。

観光客メインの施設だけはやめていただきたいです。
ただでさえ岡崎市は、児童館がない、室内遊び場がない、駅ビルもない、(岡崎駅前の
結婚式場は本当にもったいない。あそこにASTY(JR東海の駅ビル)を作ればどんなに人が
集まったか)

ほかの自治体に比べて、市民のためのインフラがなさすぎます。
独自性を出すのもいいですが、基本的なインフラを整えてからにしてほしいです。

ほかの自治体を見渡せば、官民協働で作られた施設はたくさんあります。
ぜひ「使える」施設を作ってください。
オトリバーサイドテラスのような、
誰をターゲットにしたのかわからないような施設では残念すぎます。
(駅から微妙に遠いのでバス待ちには使えない、半屋外だから暑いし寒いし台風の日は
びしょ濡れ、トイレ少なすぎる、どこのお店も高くて気軽に使えない、なぜスタバなど
のカフェを作らなかったのか)

児童館的機能をぜひ持たせて欲しい理由は、
学区こどもの家は、冷房設備がないため、夏休みは閉鎖されてしまうからです。
暑くて屋外では遊べない子どもたちは、いったいどこに行けばいいのでしょう？
親があちこち遊びに連れて行っているのが現状ですが、親の負担も半端ないです。

年中問わず、年齢も問わず、車が運転できなくてもバスで行ける、誰もが使える居場所
として、太陽の城跡地を活用してください。

土間はなんとなく暗いイメージがあります。
経済の事も大事ですが、将来を担う子供たちへの投資の場でもいいと思います。
子供美術博物館がありますが、全天候型の子供施設があればと思います。
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