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猛暑の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
ドイツ・デュッセルドルフで開かれた卓球の世界選手権で日本代表は、混合ダ
ブルスで 48 年ぶりの金メダルをはじめ五つのメダルを獲得しました。
「攻める
卓球に変えたことは間違っていなかった。経験を積めば、勝てると思う」と手応
えを口にした史上最年少の１３歳ホープが挙げた金星（ベスト 8）に２０２０年
東京五輪での活躍が期待されます。
さて、昨年４月から『新世紀岡崎飛躍祭』と銘打って実施された市制施行 100
周年記念事業は、市民のみなさまとともに約 150 もの事業が展開され、本年３
月末に無事終了いたしました。改めてお礼申し上げます。
今後も、皆様のご意見を頂きながら住み良いまちづくりに積極的に取り組んで
まいります。変わらぬご支援、ご指導をよろしくお願い申し上げます。
●こども発達センターは、発達に心配のある子どもの「相談」
「医療」
「支援」を総合的に提供し、その子にあった健やかな
発達をサポートする複合施設です。
●施設：鉄筋コンクリート 3 階建
●延べ床面積：約 4,090 平方メートル
〇1 階：総合受付・支援センター（親子通所１・２歳）
（指導室、遊戯室、訓練室、ランチルーム、給食室）

〇2 階：単独通所の支援センター（3～5 歳）
（指導室、遊戯室、訓練室、リハビリ室、相談室、屋外水遊び場）

〇3 階：医療・相談センター
（診察室、処置室、心理、言語、各療法室と集団療育室など）

〇木材を建物の内外に多く使用し、内装を子どもが楽しめるデ
ザイン、中央には吹き抜けの中庭を配すなど、温かみや親しみ
を感じさせる施設となっています。
●開所後は、新築部分と連結させる隣接の福祉の村の旧めばえ
の家、旧友愛の家、体育館をそれぞれ改修し、平成 31 年 2
月に全面オープンする予定です。

旧 福祉の村改修！

６月議会
（千円）
補正前

一般会計
特別会計
企業会計
計

補正額

補正後

123,300,00
68,415,028

31,736
０

123,331,736
68,415,028

55,660,807
247,375,83

０
31,736

55,660,807
247,407,571

<主な補正> 総務費：選挙人名簿の照合を行うために必要なインターネット回線を導引する整備委託料

・次期衆院選から同市戸崎町のイオンモール岡崎に期日前投票所を設ける。（3 階の催事場「イオンホール」）。
・期日前投票所は、イオンモール岡崎、市役所東庁舎 1 階ロビー、岡崎、岩津、矢作、額田の各支所、大平、東部、六ツ美
の各市民センターの計 9 カ所となる。県内の自治体で商業施設内に期日前投票所を置くのは本市が 3 例目になる。

◇主な議案
議 案 名

◆工事請負の契約

・完成期限
平成 31 年３月１日

議 案 内 容

意 見

●東岡崎駅ペデストリアンデッキ築造工事の契約を
行うもの（上明大寺町ほか１箇町地内）！

・東岡崎駅から乙川リバーフロン
ト地区及び北東街区への移動を
円滑にするための東岡崎駅ペデ
ストリアンデッキ築造工事。
・リバーフロント地区の賑わい創
出の要となるよう図られたい。

・ペデストリアンデッキ築造工事一式
・一般競争入札 5 億 6592 万円
＊他都市の同様な施設に比べれば上質な仕様
＊バリアフリー対応のエレベーターを３基設置計画

◆物品の取得について ●消防用の物品の買入れを行うもの

・納入期限
平成 30 年３月 31 日
◆物品の取得
（机・椅子）

・納入期限
平成 29 年３月 28 日

・災害対応特殊はしご付消防自動車１両
・西消防署本署（40m はしご車）
・随意契約 2 億 1441 万 2400 円
【特徴】
・狭隘道路にも対応可能な四輪操舵システムを装備
・はしご車の揺れを制御する制振制御装置
・バスケットのソナーシステム
・操作面では反復操作を記憶させ操作可能なメモリーコ
ントロール、バスケットとリフターが同時使用可能
・はしご操作時の迅速化と省力化が可能
・バスケットには電動式放水銃を装備し毎分最大
3000ℓの大量放水が可能

●小中学校用の物品の買入れを行うもの！
・机・椅子 4,450 組
・指名競争入札 5142 万 4200 円
＊小学校 17 校に 3,200 組配備、中学校 6 校に 1,250
組配備（これまで小学校は 22,226 組、中学校は
5,468 組の合計 27,694 組が配備済み）
＊平成 29 年５月１日現在の児童生徒数 32,935 人に対
し、今回購入分を含め約 5,000 組が未整備の見込み。

・今回の車両はＮＯｘＰＭ法によ
る更新である。残り、東消防署本
署の４０ｍはしご車１台が平成
３１年度に最終更新となる計画。
・最新型の車両に更新することで
多種多様な災害により高度な対
応ができ限られた人員で迅速な
消火活動、大量放水のため活動す
る隊員の安全が確保できる。
・今後、さまざまな事案に対応す
べく車両だけでなく、それらを扱
う職員の知識や能力も合わせて
レベルアップを図れたい。

・老朽化が進んだものを切りかえ
るために、県交付金を活用しての
買い換えで、平成30年度に完了。
・机、椅子に愛着を持って大切に
使ってもらえるよう子ども達に
も岡崎の木材が使用されている
ことを説明すること、また、この
基本方針に則り今後も木材利用
の促進を図れたい。
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Ｑ：施設の存続に向けては？
Ａ：年間 12 万人が利用する重要な施設。各種競技
団体から存続再整備の要請を受ける。
Ｑ：渋滞対策をどのように考えているのか？
Ａ：「県道南大須鴨田線」や「東大見岡崎線」の渋
滞解消は、駐車場を 1500 台に拡大し、場内で滞
留させることによって外部の渋滞を緩和させる。
出口と入口とを分離した構造とし、多目的広場（臨
時駐車場）からの出入口を整備する。
Ｑ：県から移管後の整備・維持管理は？
Ａ：整備や維持管理では PFI 事業（民間の資金やノ
ウハウを活用）として行う。市が直接実施する場
合に比べ、市の財政負担額について 3.01％の縮減
が図れる。
陸上競技（３種）、
野球、蹴球、テニ
ス、多目的広場、洋
弓など９ゾーンに
分けてリニューア
ルする。

▲IC カード！

Ｑ：国道 248 号の南進右折レーンの２車化は？
Ａ：右折レーンの２車線化などのハード対策と信号
サイクルの変更などのソフト対策を交えた渋滞
対策の検討や国との調整を進めている。
Ｑ：矢作川リフレッシュ道路の進捗は？
Ａ：矢作町の起点から舳越町の県道名古屋岡崎線
までの約１．９㎞では農業水域を利用を、残りの
区間約１．８㎞では矢作川堤防敷きを利用して計
画している。関係機関との協議を進める。
Ｑ：都市計画道路 岡崎環状線の進捗状況は？
Ａ：未整備区間の竜美丘ポプラ並木通りから名鉄と
乙川を越えて国道１号の朝日町三丁目交差点（岡
崎年金事務所東）まで 440ｍの区間。
平 成２ １ 年 度 か ら用 地 買 収 を進 めて お り 現 在
92％完了。早期の工事着手を目指している。

【要 望】
①IC カード乗車券の導入、②路線の複線化、③JR
との相互乗り入れによる輸送力の増強、④駅のバ
リアフリー化促進。
Ｑ：ＩＣカード導入に対する取組と進捗状況は？
Ａ：早期のＩＣカード導入や導入時期や概算費用の
情報提供を愛知県及び沿線４市・愛知環状鉄道
へ要望している。2019 ラグビーワルドカップ
に間に合わせたいと伺っている。
Ｑ：バリアフリー化に対応すべき駅とその課題は？
Ａ：必要な駅は、北岡崎駅と中岡崎駅の２駅。
北岡崎駅はバリアフリー化の基準に該当した
ことから、バリアフリー化に向けた調査を行って
おり、現在は廃線となっている貨物引込線の撤
去などの課題がある。
中岡崎駅は、沿線他市における駅舎のバリアフ
リー化との調整や財務面から判断して、今後の
予定を検討する。

至 岡崎年金事務所

▲八帖交差点南進方面！

至 竜美丘
▲岡崎環状線
乙川に架ける橋のイメージ！

議員活動から！（４月～６月）

▲４/6（木）
細川小学校 入学式

▲４/7（金）
新香山中学校 入学式

▲４/9（日）家康行列
▲４/9（日）
本多忠勝役（藤岡 弘さん出演） 呼和浩特市友好都市提携 30 周年

▲４/22（土）
細川小学校ＰＴＡ総会

▲４/2２（土）
新香山中学校父母教師会総会

▲４/23（日）連合愛知三河中地協
２０１７地協メーデー

▲5/２（火）岡崎市役所
内田市長表敬訪問（細川学区）

▲5/21（土）細川小学校・
細川学区合同運動会

▲5/28（日）奥殿小学校・
奥殿学区大運動会

▲5/２（火）岡崎市役所
▲5/13（土）岡崎中央総合公園
第６１回岡崎市中学校総合体育大会
内田市長表敬訪問（奥殿学区）

トピックス

―提案施設の概要―
■北店舗棟（３階建て）
1Ｆ：原付駐車場 約 230 台
2Ｆ・３Ｆ：飲食店舗 6 区画
■南店舗棟（平屋建て）
・物販店舗２区画うち１区画は生鮮コンビニ
■ホテル棟（９階建て）１１０室
・客室 シングル 102 室 ツイン８室
■駐車場棟（５階建て）
1Ｆ：駐輪場 約 1400 台
2Ｆ～5Ｆ・屋上：駐車場 約 200 台
■明代橋公園（事業者が整備）
・既存の桜を残し、施設と一体感をもたせる

