
平成２７年度市民対話集会会議録

日 時：平成 28 年２月 17 日（水）19 時 00 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：子ども会育成者連絡協議会 43 名

内 容：①開会

②市政ビデオ

③市長挨拶・説明

④団体紹介・要望

⑤その他質問
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市長－ 皆さま、こんばんは。市長の内田康宏であります。岡崎市子ども会育成者連絡協議

会の皆さまがたにおかれましては、夜分、大変ご多用の中、こうして市民対話集会にご出席

を賜りまして誠にありがとございます。皆さまがたには、日頃から本市の市政運営に関しま

して、多大なるご理解とご協力を賜っておりまして、厚く御礼を申し上げるものでございま

す。また、他の機会に私の話をもう既にお聞きになった方もあろうことかと思いますけれど

も、最新の情報を加えて、以前より進展した内容になっておりますので、どうぞよろしくご

理解いただきたいと思います。本日は私から一方的に話すだけではなくて、この後に皆さま

がたからのそれぞれ貴重なご意見を私がお聞きすることによりまして、これからの市政運

営にその考えを生かしてまいりたいとも考えておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

さて、貴協議会は、昭和 29 年に岡崎市少年団体講演会連絡協議会として発足しましてか

ら、実に 60 年を超える大変長い歴史をお持ちでありまして、その確固たる組織力をもって

堅実な活動をしてみえますことは大変意義深いことであろうと思いまして、深く敬意を表

するところであります。本日お集まりの皆さまがたは地域の代表として、子ども会活動を支

えていただいておりまして、核家族化や価値観の多様化等、最近の子どもたちを取り巻く環

境が変化する中で、さまざまな問題に直面してお見えになりまして、ご苦労も多いことと思

っております。一方で近年の子どもたちの傾向としまして、気の合う限られた集団の中でコ

ミュニケーションを好んで、またあるいは 1 人で遊ぶことを好んで、異なる年齢や集団との

関わりを苦手としている、そんなふうに言われているわけであります。そこで、地域とのつ

ながりを基本に、子どもたちの自主的な活動によりまして、社会性をはぐくむ、こういう目

的を持っている子ども会というのはより重要性を増してきているのではないか、こんなふ

うにも考えております。

先日もテレビを観ておりまして、東京のほうで町内会が崩壊してしまって、あと子ども会

ももうやれなくなってしまった。しかし、そのことの弊害ということを今地域の方が反省し

て何とかしよう、こういった動きも起きてるそうであります。皆さまがたには今後も次世代

を担う子どもたちに関わる、尊い使命感と、長い歴史と伝統により培われました組織として

の機能を遺憾なく発揮していただきまして、岡崎の子どもたちの健全育成の一助を担って

いただきたいと考えております。

さて、昨年の 1年間は、家康公四百年祭ということで、生誕の地でありますこの岡崎と、

出世の地であります浜松、大御所の地といわれる静岡の 3 市が連携いたしまして、数々の記

念事業を展開してまいりました。去る 12 月 26 日には、四百年祭のエンディングセレモニ

ーといたしまして、ちょうちん行列や乙川に青白く光る LED ボール 3 万個を浮かべる泰平

の祈りを開催いたしましたところ、2万人を超える多くの市民の方がたや観光客の皆さまに

ご参加をいただきまして、成功裏に四百年祭のフィナーレを飾ることができました。皆さま

がたのご理解と温かいご協力に対しましてあらためて感謝を申し上げたいと思っておりま
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す。また、岡崎の公園内に 15万球のイルミネーションによりまして幻想的に演出しました、

岡崎イエヤスコウイルミネーション 2015 は大変好評でありまして、また夜間にこういうふ

うに明るくすることは防犯的にもいいだろうということで、本来 12 月 27 日に終わること

になっておりましたけれども、急遽 1 月 1 日の夜中の 2 時まで延長させていただいたわけ

であります。今後もこうしたイルミネーションや泰平の祈りを継続的に実施することによ

りまして、岡崎の新たなる冬のイベントとして定着させていきたい、こんなふうに思ってお

ります。泰平の祈りは５年間は国の補助事業として行うことができるわけですけども、もし

昨年見逃した方は、ぜひ今年ご覧いただきたいと思っております。なお、将来的にはこの泰

平の祈りの事業は民間にバトンを渡して継続していきたいというふうに考えております。

また、今月の 13 日にはついに新東名高速道路の愛知県区間が開通したわけであります。

この開通によりまして、長年の懸案でありました現在の東名高速道路の渋滞緩和につなが

るものと期待しております。今回岡崎に設置されました、ネオパーサ岡崎は、東海３県にお

きましては最大級のサービスエリアでありまして、一般道からも利用ができるわけであり

ます。サービスエリアの外側に 60 台分の駐車場がまた別に用意されておりまして、そこで

車を降りて歩いてご利用いただくことができるようになっております。このサービスエリ

アは、高速道路初進出となります名店はもちろんのこと、岡崎の石工の技術を生かしました

味噌樽のモニュメントや、額田中学校の生徒さんが製作しました、間伐材を利用した木製の

ベンチ等、地域性を感じられる工夫を凝らされておりまして、将来的には刈谷のハイウェイ

オアシスにも負けない観光の拠点になることを期待しております。さらに、新たな玄関口と

なります岡崎東インターチェンジも設置されたわけでありますけれども、それぞれの東名

高速道路のインターチェンジが市の東部地域に位置しておりますことから、市全体の利便

性の向上ということを考えましたときに、スマートインターチェンジを新東名、東名、それ

ぞれに作りたいということで、今も国会議員の先生がたを通じまして、また私も国に直接ま

いりまして折衝していたところでございます。

そして、今年の７月には、いよいよ本市の市制施行 100 周年というときを迎えるわけであ

ります。100 周年の記念事業につきましては、事業全体を新世紀岡崎飛躍祭と名付けまして、

さまざまな記念事業を展開しているところでありますけども、私共は昨年の四百年祭と今

年の 100 周年をワンパッケージとしてとらえまして、岡崎市内外へ PR活動をしっかりと進

めてまいりたいと考えております。まず、その一つであります岡崎さくら 100 年プロジェク

トにつきましては、市民の皆さまがたと一緒に桜まちづくりを進めるべく、昨年 11 月の植

樹を皮切りに、本年度は 1,150 本の植樹を予定しております。今後３年をかけて、市内に新

たな桜のスポット作りを行ってまいりますけれども、これからは、開花時期の異なるさまざ

まな桜を市内各地に植えることによりまして、今までよりも長い期間、岡崎市内で桜が楽し

めるようにしたい、こんなふうに考えております。さらに、これから迎えます高齢化社会を

意識して、遠くの名所まで子どもに頼んで車で出掛けなくても、近所の公園でつえをついて

出掛ければ老夫婦で桜を楽しめる、そういった環境作りにも取り組んでまいりたいという
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ふうに考えております。また、岡崎はもともと桜の名所であったわけですけれども、市の花

として現在の藤に加えましてこの桜も追加することも予定しております。他の市におきま

しても、市の花というものを複数持っている所は珍しくありませんので、岡崎もその仲間に

入るわけであります。

次に、赤い糸プロジェクトでは、市内の事業者の方にご参加いただきまして、本市の歴史

や、伝統工芸、食べ物等、既存の資源を生かした新たな特産品の開発でありますとか、赤ワ

インに合う八丁味噌を使った、市制 100 周年の記念メニューの開発をただいま進めていた

だいておるところであります。この事業を通じまして、観光に重要な要素としまして、常々

私が申しております、岡崎ならではのおいしい食べ物、また魅力的なお土産、そうしたもの

の誕生につながることを期待しておるわけであります。

さらに、子どもを対象にスポーツ選手や芸術、科学の分野における著名人を招いて、各種

教室を開催するホーププロジェクト等、単なる一過性のお祭りではなく、これまでの岡崎を

振り返って、将来のまちづくりにつながるような事業を行ってまいりたいと思っておりま

す。殊に、全小学区ごとの地域の魅力をまとめた、岡崎まちものがたり作成事業は、100 年

先にも残るものでありますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

また、恒例となっております、桜まつりや花火大会につきましても、100周年の記念にふ

さわしいイベントとなるよう、ただいま準備を進めているところであります。特に、春の家

康行列は、市制 100 周年のスタートにふさわしい行列となるよう、徳川家康公役に、今日、

記者会見で初めて表明しましたけど、俳優の里見浩太朗さん。そして 1 日警察署長に、女優

の菊川怜さんをお迎えすることが決定いたしまして、新聞記者からも「よくまたこの２人を

決めることができたな」ということで、珍しく褒めていただきました。その他にも、100 年

記念隊列を設ける等しまして、世代を超えて記憶に残る家康行列にしたいと考えておりま

すのでご期待ください。

そして、岡崎が将来に渡って誰もが住んでみたい、訪れてみたいと思っていただけるよう、

魅力あるまちづくりについても積極的に進めてまいります。現在、改修中の市民会館であり

ますけれども、今年の 10 月にはリニューアルオープンの予定であります。今回の改修では

敷地はフラット化されまして、大変おしかりを頂いておりました空調、雑音がうるさいとい

うことを言われておりました。それから狭いと言われておりました舞台、それから客席も一

新いたしますので、いわば新築に近い出来栄えとなるだろうというふうに思っております。

完成後は引き続き、本市の文化芸術の拠点としてご活用いただきたいと思っておりますの

で、どうぞこちらもよろしくお願いいたします。

次に、いつも申しております乙川リバーフロント計画についてでありますけれども、この

計画は３年間ずっと話をしてきておるんですけども、今日ただいまにおいても、新しい橋を

作って河川整備をするだけと思ってる方がおみえになるわけでございますけれども、そん

な単純なものではございません。これは乙川から東岡崎駅、さらには岡崎城や岡崎公園の一

体的な整備に加えまして、康生地区や伝馬通りの空き店舗の活用、そして市内の歴史的な資
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産等を活用して中心市街地の活性化。さらには、市域全体の活性化を目指すための第一歩で

あります。将来的には岡崎全域で観光岡崎が担えるような、岡崎を周遊して 1 日過ごせるよ

うな、そんな観光都市というものを目指しておるわけであります。これまでにも、さまざま

な活性化策がありましたけれども、今回のように総合的な対応というのは初めてでありま

す。こうした施策は総合的に行ってこそ初めて結果が実ってくるものだというふうに考え

ております。その第一歩となりますこの乙川リバーフロント計画につきましては、昨年の 3

月に愛知県の管理する河川事業としては初めての国土交通省のかわまちづくりの支援制度

の登録認定を受けることができたわけであります。そして 4 月には、リバーフロント計画に

対する 27 年度の国からの交付金が、全国でも異例のこちらの要求どおりの満額交付という

順調なスタートが切ることができたわけであります。今後も順調に交付金を獲得すること

ができますと、仮設工事等を除いた補助対象工事の最大で半分ほどが国から補助されて進

む事業というふうになりますので、引き続き国への支援を働きかけてまいりたいと考えて

おります。これほど好条件の下で事業が進んでいるというのは近年まれなことであるとい

うふうに思っております。

また、かわまちづくりには、全国で約 150 カ所が登録されておるわけでありますけれど

も、そうした中でも、乙川リバーフロント計画は民間と行政が連携して先進的な取り組みと

通して全国からも注目されておるわけでございます。そこでちょうど昨日でございました

けれども、東京で開催されました国主催のかわまちづくり全国会議のシンポジウムにおき

まして、私が自ら岡崎の取り組みを先進事例の一つとして紹介してまいったところであり

ます。このように市民の皆さまと共に練り上げてまいりました乙川のリバーフロント計画

は、国からお墨付きを頂いた事業というだけではなくて、今や全国からも注目を浴びる事業

として進んでおるわけであります。

そして、こうしたまちづくりのための受け皿となります施設整備では、昨年の秋に、平成

29 年度の完成を目指しての仮称、乙川人道橋の工事が始まったわけであります。また、殿

橋下流右岸の河川敷、プロムナードとしての堤防道路につきましても整備が進められてお

りまして、いよいよ市民の皆さまが目で見てリバーフロント地区の整備が進んでいること

が実感していただける、そういった段階になってきております。一方で、工事の過程で桜を

はじめとしました樹木を伐採しておりまして、それに対する一部からのおしかりの声を頂

くことがあります。戦後の復興期に全国各地で一斉に植えられましたのがソメイヨシノで

あります。残念ながら、このソメイヨシノは、木としての寿命が 60 年程度と言われており

まして、現在加齢に伴います衰弱によりまして、倒木等の危険性を増してきております。実

際、今回伐採した木は切り口を見ていただければよく分かると思いますが、中が空洞化して

おったり、腐りかけた老木でありまして、これは事前に樹木医のチェックを頂いた上で伐採

しておりますので、どうかご理解いただきたいと思っております。

また、先般新聞に載りました中央緑道のヒマラヤスギについてでありますけれども、これ

も短期的に成長することから、戦後全国で街路樹としてしきりに植えられたものでありま
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すけれども、残念なことに、これは早く大きくなりますけれども、根が浅いわけであります。

そのために台風ですとか、強風等のときに倒れやすい特徴があります。この数年の間に皆さ

んも新聞やテレビでご覧になったと思いますけれども、全国各地でこのヒマラヤスギが倒

れたり、枝が落下して車が壊れたり、けが人や死者さえでておるわけであります。実際、中

央緑道でも、過去の台風により倒木したヒマラヤスギがありまして、現在は本来の高さの半

分ぐらいに切り抑えてあるわけでありますけれども、これを半分に切ったときは誰も文句

言ってこなかったんですけれども、今回正式に切るということ、まあこれ全部切っちゃうつ

もりはないんですけども、そういうことを言われた方々からちょっとしかられておるわけ

でありますが。しかし、一方では逆にこの木があることでこの地域は大変暗い、光を遮って

暗いといった声も市民から頂いておるわけであります。そこで、今後はさくら 100 年プロジ

ェクト等を通じまして、市民の皆さまにとっても、また樹木とっても、より良い環境作りと

いうものを考えてまいりたいと思っております。当然のことながら、事後の景観というもの

を考えた植樹を行ってまいります。これにつきましては、河川におきましてはデザイナーに

も頼みまして、どういった形で、木の間隔をどのくらいにしてどんな木を植えていったらい

いか、こういうことを考えた植樹をしていきたいというふうに考えております。

その他にも、今年の桜まつりの時期には、民間による木船の運行でありますとか、殿橋、

明代橋のライトアップがスタートする予定となっております。これまで暗闇に包まれてい

た乙川周辺の景観が明るくなって、河川空間が昼夜を問わずにぎやかになることで、カフェ

やレストランの進出につながることを期待しておりますし、また私共もその方向で環境整

備、誘導していきたいというふうに思っております。

また、岡崎の石工業の PRと共に、郷土の歴史を理解するきっかけ作りを目的として考え

ております徳川四天王の石像につきましては、現在、来年度のお披露目を目指しまして製作

中であります。先月、石工団地に製作状況の見学に行った折に、「若い職人たちが高度な課

題に対して、お互いに議論を重ねて目の色を変えて取り組んでいる、こうしたレベルの仕事

がなければ技術の伝承だとか進歩ということはないんだ」こんな話を親方からお聞きいた

しまして、今回の事業の必要性というものをあらためて認識することができたわけであり

ます。また、その話を聞いたときに、他の分野においてもこういったやりがいのある仕事を

作り出すということが、私たち政治家にとって重要な仕事ではないか、こんなふうにも思っ

ておるところであります。四天王の像は三河武士と家康公の天下統一への歩みをたどるこ

とができるように、それぞれの武将が活躍した歴史的な一場面を切り出した、そんな素晴ら

しいデザインとなっておりますのでご期待いただきたいと思っております。ただ単に石像

を作るのではなくて、金属と合わせた素晴らしいものにしたいというふうに考えておりま

す。ヨーロッパの街なんか行かれた方はご承知かと思いますけれども、大理石の像と金属を

合わせた大変素晴らしい像がそれぞれの街のシンボルのようになっておるわけですけども、

ああいったものにけして負けない、そんなものにしたいと思っております。

さらに、新たな岡崎のシンボルとしまして、東岡崎駅前に設置いたします徳川家康公の像
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につきましては、この岡崎で徳川家康と名乗られた 25 歳当時の馬上の若々しい姿の銅像を

日本芸術院の会員でありまして、日本屈指の銅像製作者であり、殊に馬の像の製作で有名な

神戸峰男先生に製作をご依頼しておるところであります。私は子どもの頃から、「岡崎は家

康公の生誕の地ということを言うけれども、静岡や浜松に行けば必ずある銅像が岡崎には

何もないじゃないか」と、そんなことを言われて大変悔しい思いをしたことがありまして、

皆さまがたの中には同じような経験をされた方もあるかと思いますけれども、今後家康公

の像が完成した暁には、そんなことを言われなくなるようにしたいと思いますし、私は仙台

の伊達政宗公の像や、ロシアのサンクトペテルブルクにありますピョートル大帝の大変立

派な騎馬像があるわけですけれども、そうしたものにも負けない、「さすが岡崎」と言われ

るような、そんな立派なものを設置したいというふうに考えております。また、この像は単

なる観光のスポットとして作るだけではなくて、これから青雲の志を抱いて岡崎を旅立っ

ていく若者の立志の誓いの場として、あるいは人生の壁に当たり、再び岡崎に戻ってこられ

た方、あるいは岡崎に来て、家康公の故事に倣って再起をかける方がたの祈りの場となれば、

そんなふうにも思っております。家康公の像は東岡崎周辺の整備に合わせまして、平成 30

年度末の設置を目指しておりまして、今月中には完成イメージを公表する予定となってお

ります。私の手元にはあるんですけれども、まだ記者会見をやっておりませんので、残念な

がら今日お見せすることができません。今月末には皆さまのお目にも触れると思いますの

でぜひ楽しみにしておっていただきたいと思います。そして、この家康公の像は、これまで

申してまいりましたとおり、市民の皆さまのご寄付を元に設置するものにしたいと思って

おります。役所が税金で簡単に作っちゃうことはできるわけですけども、それでは私は意味

が無いと思っております。小さなお子さんが自分のお小遣いの中から 10円、20 円と寄付し

ていただいた、そうしたものも含めた中で、まさに市民の総意の力で作った像、こんなふう

にしたいというふうに考えております。こちらにつきましても、また今後のご協力をお願い

申し上げたいと思っております。まだ正式に募金活動というのは始めていないわけであり

ますけれども、既にこの家康の像を作るという主旨に賛同されました企業でありますとか

個人の方から 200 万円余りの寄付が集まっておりまして、市民のこの事業に対する関心の

高さというものを感じておるところであります。

このようにそれぞれの整備は着々と進められておりますけれども、今回の計画で最も重

要なことは、物を作ることではなくて、整備された人道橋だとかその施設を使って市民の皆

さまがたにいかにこれを活用していただき、そのことを通じてどのようにこの岡崎の街に

にぎわいを創出するか、そのことが一番重要だというふうに考えております。そこで、昨年

の７月にキックオフフォーラムを皮切りといたしまして、８月には県内外の大学生が中央

緑道の再生計画と、太陽の城跡地に誘致を目指しておりますホテルでありますとかコンベ

ンション施設について模索するワークショップを開催しましたところ、大変若々しく斬新

かつ素晴らしい提案を頂くことができたわけであります。しかもこれに参加していただき

ました学生さんたちというのは手弁当で交通費自分持ち、宿泊費も自分で出して参加して
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くださったわけでありまして、私はまだ若い人の中にもこのことを粋に感じてやるという

精神を持った人たちがいるんだなと大変元気付けられた思いがいたしました。ホテルの誘

致につきましては、これまでにもいくつかの事業者と話を進めてきましたけれども、残念な

がら今のところ成案には至っておりません。デザインシャレットで提案されましたプラン、

これ本当にどれをとっても素晴らしいものであったわけでありますけれども、もしこれが

実現されれば、このホテルを見に来るためにお客さんが岡崎に来る、こう言っても過言では

ないぐらいのものでございまして、ぜひともこうしたプランに賛同して、これを実現しよう

としてくれる事業者があってほしい、このように願っておるところでございます。日本人が

やってくれると一番いいんですけども、なかなか日本の事業者というのは堅くて、現状の岡

崎にどのくらい人口があって、どのくらいのお客さんが年間通して来て、それで採算性がど

うかという現状を元にした判定をされてしまいますので、なかなか「将来に向けて岡崎は変

わっていくんだ」と言っても「はい、そうですか」と言う人は今のところ出てきてないわけ

でございます。ですから、もし仮に外国の方でもやってくださるという方があるなら、私は

直接自分が香港でも上海でも、あるいは中東のドバイでも行ってセールスに出向きたいと

いうふうに思っております。外国人が不動産を手に入れることを心配される方があります

けれども、不動産というものは誰が買っても海外に持っていくことはできませんので心配

はないと思います。そして、このセリフは 1980 年代、90 年代に日本がバブル経済のときに

アメリカの大都市の不動産をたくさん買いあさったわけでありますけれども、あのときに

アメリカのある高官が言ったセリフであります。

さらに、昨年の 10 月からは、市民の皆さまがたと共に、まちづくりを進めるためのワー

クショップを開催いたしまして、かわまちづくり、中央緑道の活用、歴史まちづくり、にぎ

わいの創出の四つのテーマを元に市民の皆さまと議論を深めておるところでありまして、

先月の 24 日には、それぞれのグループから、このことにつきまして建設的な提案も頂いて

おります。今回は頂いた提案や、専門家の意見というものを参考にしながら、順次、事業を

具体化してまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

以上、本日は最近の市政の動きにつきましてご報告申し上げたわけでありますけれども、

物事が順調に進んでいくときというのは、天のとき、地の利、人の和という３つの要素が重

要であるということが言われます。これまでの３年間の私の市政を振り返ってみましたと

きに、まさしくそうした天知人の力の後押しによりまして、公約として各種施策をはじめ、

多くの事業の進展を見ることができたものと思っております。これからも引き続き、福祉や

医療、防災や教育といった基本の政策は重点的にとらえまして、さらに加えて各事業の推進

を通じてこの町に生まれた子どもたちがふるさと岡崎に対してより大きな愛情と誇りが持

てる、そんな夢のある、次の新しい岡崎を目指してまいりたいと考えております。皆さまが

たにはなお一層のご理解とお力添えをお願い申し上げまして、きょうの私の話を終了させ

ていただきます。ご清聴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。それではお席の移動をお願いいたします。子ども会育成

者連絡協議会のご紹介をよろしくお願いいたします。

団体会長－ 日頃は内田市長さまはじめ、関係業者の方に本当に子ども会に対してご尽力

をいただいておることに関しまして、厚く御礼を申し上げたいと思います。本当ありがとう

ございます。先ほど市長さんのほうから岡子連の生い立ちというか、60 周年、一昨年 60 周

年でしたけども、その話をちょっとされてしまったんで、それはちょっとカットさせていた

だきますが、岡崎市子連、もともとは昭和 20年、戦争直後にできたというふうに聞いてお

ります。それは井田のほうにありましたけどもラッキー子ども会が一番最初にできたかな

というふうに思っています。その後、随時、各市町村にも広がってきて昭和 25 年に岡崎少

年団体連絡協議会が結成されました。その後、先ほど 60 周年というのがありますが、昭和

29 年に子ども会だけで独立をして、少年団体後援者連絡協議会っていうふうになったと思

っております。一昨年の 60周年記念誌の岡崎市の紹介の中にもこのようなこと書かせてい

ただいておりますので、多分お読みになられてたらご存じかなというふうに思ってますが、

詳しいことはまた読んでいただきたいというふうに思っております。

特にこの岡崎市の子ども会連絡協議会の内容でございますけども、各地域のお父さん、お

母さんたちがやっぱり地域がみんなで子どもを育てるということをモットーとしてやって

おりますが、中でも特に小学校５、６年生のお母さんたち、お父さんたちが役員になってい

ただいておりますが、岡崎市内には単位子ども会が 362 あります。そのお世話をしていただ

けるその組織の指導者ならびに岡子連の代表幹事として小学校区 46 区で支えられていると

いうことであります。今日も来ていただいております方々はほとんど代表幹事のかたでご

ざいますんで、後でいろいろ意見等もまた伺いたいというふうに思ってますが。それをさら

に岡崎市内を８ブロックに分けまして、各ブロックから２名ずつ出ていただいて、岡子連の

理事として活躍、あるいは子ども会の運営をしていただいています。そしてまた、子ども会

を運営するにあたりまして、子ども会の原点でもある遊びを中心とした異年齢の集団でリ

ーダーを中心として、子どもたちが自然に集まり、遊びとか自然体験を通じて社会ルールと

かマナーを、仲間意識の醸成を学ぶ場所として認識しているところでもあります。そして子

どもたちは子ども会で地域の触れ合いを通じてさまざまな人と協力して生きる力を覚えて、

大人への第一歩を踏み出せる活動もあることも認識しているつもりであります。

そして、当市だけではなく、全国的な課題でもあります加入者の減少。特にこれは少子化、

あるいは核家族化、あるいは部活の優先だとか、塾の通い、そんなことでだんだん子ども会

入る人たちも少なくなってきたというのが一つと、役員のなり手不足。特にお父さん、お母

さんが今、先ほども言いました核家族化、あるいは共稼ぎ等で忙しくてやっぱりやっていら

れないということも、土日も忙しいから夜帰ってきても、今ですと鍵っ子というような形で

お父さん、お母さんがまだ家に帰ってきてない、そんなことがあってお父さん、お母さんも
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忙しい。だから役員になれないからちょっとお手伝いできないよねっていうかたも結構お

られるというふうに聞いております。

３つ目が３間の崩壊といいます。３間といいますと、空間、時間、仲間。今、空間、場所

がなかなか、私たちは、多分市長さんも皆さんもご存じだと思いますけども、遊び場所が非

常にありました。田んぼがあったり、川があったり、野山があったり、いろんなところで遊

んだという経験もありますが、今現在、どっちかというと田んぼはなくなりつつあります。

川はふたをされちゃって遊ぶ所がない。今の時代の流れかもしれませんけどもそういった

所がだんだん少なくなってるんじゃないかなと思いますし、それから時間につきましては、

先ほど言いましたように塾だとか学校だとかいろんな所で時間が取れないっていうところ

もあります。当然、今、自分の一人遊びができる時代ですので、多分パソコンとかゲームと

かやってずっと家におるんじゃないかと思いますけども。まあその時間で子ども会をやっ

ておる時間がないと、こんなこともあります。

最後に、遊びの変化というところで、自然体験の場所の減少。先ほど言いました川だとか

山だとか田んぼだとか、いろんな所で遊んでおったそういった所が少なくなった。あるいは

子どもたちが今、ゲームだとかそういうのには夢中になってますが、自分で遊びを覚えたり、

あるいは考えたりする力がだんだんなくなっているのかなというところもあるかなという

ふうに思います。それは私たちが当然教えるべき、今われわれが教えていくべきだというふ

うに思っております。まあそんなところで、私たちは、このままでいくと、将来の子どもた

ちの社会性が崩壊してしまうと危惧している現代であります。

私たち岡子連に対しては、やっぱり地域の子ども会のサポート的な役割です。私たち、代

表幹事もそうですけども、役員も、やっぱりサポートする役割だというふうに思ってます。

子ども会がしっかりと地域で根が付くような、そんな活動をするためにどうしたらいいん

だということを私たちが示さなければならないというふうに思っておるところでもありま

す。私たち子連の役員は県子連、あるいは全子連の各種研修会にも参加して一生懸命共有を

深めているところでもあります。

最後に安心、安全なまちづくりのために、子どもたちの明るい声が聞こえる地域を目指す

と共に、子どもの健やかな育ちが見えるように、組織の安定化や人材育成を図りたいと思い

ますので、今後とも皆さまがたのご支援をいただけますようよろしくお願い申し上げまし

て、簡単ではございますが、紹介に代えさせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。

司会－ ありがとうございました。それでは、団体からの要望、提案を事前に伺っておりま

すので、発表していただきます。よろしくお願いいたします。

団体会長－ すいません、続きで、私からは先ほどもいろんなことを言いましたけども、子

どもを取り巻く環境について、特にいじめ等について要望を提案したいというふうに思っ
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ております。最近では小中学校でのいじめや自殺、あるいは虐待等が新聞やテレビでのニュ

ースで騒がれ、非常に悲しい思いをしておるところでございます。いじめをなくすためには、

各種団体等がチラシやあるいはあいさつ運動や、いろんな所で数々の方策が出されている

というところでありますが、一向になくならないのが現状であります。岡崎ではまだそんな

こともあまり聞いておりませんので安心はしておりますけども、いつこれからどうなるか

分かりませんので、ここで提案をさせていただきたいというふうに思っておるところでも

あります。そして、ある市町村では、市長自ら聞き取り調査等をして原因調査をして、どう

だったんだろうなといろんなことを調査をされて聞いておられるというふうに思うんです

が、結果についてはどうだったという話は聞いておらないところで、シークレットになっと

るかどうか分かりませんが聞いておりません。私が思うには、誰か正直に「あの人がやりま

した」「この人がやりました」ということを言わないんじゃないかなというふうに思ってお

ります。それはなぜかというと、今は自己中心的な世の中でいろんな物事には関わりたくな

い、そんな人たちがおるんではないかなと思いますし、いじめ等を見ていてもそれを他人に

言うとまた自分たちがトラブルに巻き込まれて大変なことだと、あるいは面倒だというこ

とを考えている人も多くいるんではないかなというふうに思っています。岡子連としても、

私たちとしても、育成者の皆さんにも、地域の中では友達からでも情報を共有するように呼

びかけていきたいというふうに思っておりますが、早期発見、早期対策するためには、まず

は学校や、あるいは家庭で子どもの行動を見守る必要も必ずしもあるんではないかなとい

う感じがしております。

そこで、私からは岡崎市として将来に渡りいじめ等をなくすため、全家庭への協力の呼び

かけ、まずは身近なお父さん、お母さんが一番いいのかなと思います。そういった方にもう

全市、じいさん、ばあさん、みんなに誰でも読んでもらえるような家庭向けへの呼びかけ。

あるいは学校では事件が起きるとすぐにその場で調査をする、アンケートを取りましたっ

てよく言いますけども、その場だけでは僕は駄目だというふうに思っています。それを定期

的にやっていただきたいなと、それは何回になるか分かりませんが、本当に大丈夫なのかな

というのはやっぱり徹底的に追求しないとなくならないというふうに思っておりますので、

アンケート調査をやっていただきたいというふうに思います。

そして、もう一つ私が一番言いたいのは、今だんだん道徳という、私小学校の頃には道徳

の時間が必ず月曜日とか火曜日とか、授業が始まる前に必ず道徳というのがありまして、社

会のルールとかマナーとか、「あいさつしなさいよ」「ご飯を食べるときにはいただきますっ

て言いなさいよ」というようないろんなことをしつけられました、道徳の中で。今、それが

いつの間にか、実は学校でもなくなってきておりますが、最近またちょっとあるような話も

ちらちら聞いておりますが、そういったことも含めて、授業の中で徹底的に子どもたちにそ

ういったことを教えていかないと将来に渡って子どもたちが、私たちはいいんですけど私

たちの子どもが今の私たちになったときに同じような繰り返しをしないような、また同じ

ことを言うかもしれませんけども、ないように、今の子どもたちをしっかりと指導、教育を
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していただきたいというように思ってますんで、学校関係の方も一つよろしくお願いした

いと思います。私からの提案です、よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。それでは回答をお願いいたします。教育監お願いいたし

ます。

教育監－ 失礼いたします。今いじめについてご質問がありました。学校にとっていじめと

いうのは、今抱えておる大きな課題の一つで、いろいろな所で国からも県からも指針が出た

り方針が出たりして取り組んでいるところでおります。各学校では法律に基づきまして、い

じめ防止基本方針を立てております。そしていじめの未然防止、今ご指摘がありました早期

発見、対応について組織的に行うようにしております。アンケート調査につきましては、教

育委員会としては学期に２回程度の実施を今推奨しております。方法についても、記名式、

無記名式アンケートのひな型を提示しております。その他、相談活動や、教員のチェックリ

ストの活用、さらに昨年 11月には、保護者向けのアンケート調査の実施等、いじめの早期

発見、早期対応について努力をしているところでございます。

また、道徳につきましても、今学習指導要領では、35 時間必ず行うようにと、そういう

ふうにされておりますので、教育委員会も 35時間を最低各学校で行われるように見ており

ます。その他、人権教育や命の大切さ、相手を思いやる気持ちをはぐくむ授業の推進を推奨

しております。児童生徒によるいじめ撲滅集会、福祉実践教室等の行事も通しまして、豊か

な心をはぐくむよう努力しております。

ご指摘の通り、いじめによる悲しい事件が起きないようにするには、家庭の協力は不可欠

であると考えております。これまでも学校はいじめ防止基本方針や教育活動アンケート等、

調査の結果を保護者の方に公表してきておりますが、各学校に対していじめを減らすため

に、家庭の協力を呼びかけるよう、これからも指導していきたいと思います。なお、今、市

長部局とも連携いたしまして、いじめに関する基本条例の制定を進めている最中でおりま

す。以上でございます。

司会－ ただいまの回答につきましてよろしかったでしょうか。

団体会長－ 一つだけお願いします。この無記名だとか記名で回答を頂いておると思うん

ですが、保護者からも頂いておると思うんですが、100 パーセント回答は出ておるのか、あ

るいは 80 パーセントぐらいしか戻ってきてないのかっていうのが、ちょっとこれ聞きたい

と思います。

教育監－ 子どもについては１回から２回、基本的には学期末にやるんじゃなくて、学期途

中にいじめアンケートを行って、それを受けて必要に応じて、子どもたちが上がってきたこ
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とについてすべて対応するようにと。それで必要に応じて面談をして、対応して、もう１回

学期末に今度は記名式でアンケートをやってっていうふうに子どもに対してはやっており

ます。保護者に対しては、アンケート用紙を保護者会前に配布して、保護者会がありますの

で、保護者会で保護者に申し出てくださいと、そういうふうにして使うように学校に依頼し

ております。以上です。

団体会長－ありがとうございました。私も学校のことはよく知らなくて申し訳なかったん

ですが、道徳をやっておられるということで安心しております。今後ともそれをしっかりと

進めていただきたいなというふうに思ってます。ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。市長お願いします。

市長－ 私がしゃべると誤解を招くのでしゃべるなと言われとったんですけれど、ちょっ

と一つだけ言わせてください。いじめの問題というのはなくすということはよく言われま

す。ただ僕は結論だけ言っちゃいますといじめっていうのはいつの時代になってもなくな

らないと思います。そしていじめというのはなくならないものだということを私たちが共

通認識として持つことがいじめによる悲惨な結果を招くことを防ぐことに一番つながると

いうふうに思ってます。よくテレビで見とって学校の校長先生で「うちの学校にはいじめは

ありません」ってことを平気で言う人いますけどね。あれはないんじゃなくて、いじめがあ

ることに気が付いてない、それだけだと思います。いじめの一番重要なことはいじめとるほ

うはいじめとるという実感がなくてもいじめられてるほうがそのことによってものすごく

傷ついたり、または場合によっては自分で自分の命を絶ってしまうような、そこまで追い詰

められてしまうことであるわけでありまして、それはもう第三者が理解するというのは本

当に難しいことであります。ですからやっぱりこれは身近におるご家族の方、それから学校

の先生に期待するんですけど先生今忙し過ぎるんですね。ですからなるべく先生が子ども

に対面して子どもを見ることができるような環境作りというのを僕らはやっていかなくち

ゃいかんじゃないかというふうに思っております。

もう一回言います、いじめは絶対なくなりません。で、いじめはどこにでもあるというこ

とを僕たちが常に思っておるということが、なんか皮肉な言い方ですけれども、いじめによ

る悲惨な結果を防ぐ一番の方法だというふうに僕は思っております。以上です。

司会－ それでは引き続き、要望、提案をよろしくお願いいたします。

副会長－ こんばんは。岡崎市子ども会育成者連絡協議会の副会長を務めさせております。

私、この立場になるまで学区の子ども会の会長を歴任しまして、また中学校区でも PTA の会

長もやらせていただきました。で、こちらにお世話になりまして８年目を迎えておりまして、
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その中でも市長さんには数々ご協力いただきまして、またここにご列席いただいてる皆さ

まにも本当に協力いただいたことを本当に厚くお礼申し上げます、ありがとうございます。

昨年度の家康公の四百年祭、また泰平の祈り、誠に岡崎市が明るくなってきたと実感してお

ります。誠にありがとうございます。

私からは市長に質問させていただきますのが、岡崎市の乙川リバーフロント地区の整備

と子ども会の活動についてのことだけ申し上げます。この計画は東岡崎周辺地区の整備か

ら、岡崎公園整備連携、お城と歴史の資産等を活用、さらには康生地区の中心地区への回遊

性を高めて、にぎわいのある、創出を図るまちづくりとお聞きしております。これは私も本

当に望んでおります。その中で殿橋下流右岸河川敷プロムナードとしての堤防道路整備や、

乙川人道橋等の工事が進めております。ここで内田市長がいつも発言されております、子ど

もたちが 20年、30 年、40 年先に岡崎に生まれて良かったと、また岡崎の町で一生生活しよ

うと思わせるようなまちづくりを実現させたいということは私も重々分かっております。

その中で、一つ、私たち子ども会と一緒に健全な育成になるご協力をいただけませんかとい

うことを三つご提案させていただきます。

１つ目は、毎年恒例となっております岡崎市こどもまつりへの影響でございます。21 世

紀を担う子どもたちに夢と希望を与え、市民みんなが子どもたちの健全な育成を図る集い

の場として、親子そろって新緑の１日を野外で楽しむことを目的にする市内 45 学区他協力

団体と、30 店を超えるブースを設置して開催しております。その中で、今まさにこどもま

つりの内容を検討している中でございますが、お祭りの目玉と言えるいかだ遊び、またポニ

ーと遊ぶ等のコーナーでございますが、大変設置に危惧がされております。一つは観光遊覧

船といかだ遊びの場所の重複。また、河川敷の排水機能と利便性が高まる暗渠装置は素晴ら

しいことでございますが、ポニー会場に必要になりますくい打ちの規制等々がかかってし

まいます。その影響があるかないかをお尋ねしたいです。こどもまつりは年に１度の行事と

はいえ、専用の設置場所を計画的に入れてもらえませんでしょうか、が１つ目でございます。

２点目でございます。ランニングコースに囲まれた芝生の広場を子どもたちの球技大会

の練習場所、無償借用できるグラウンドとして提供していただけないでしょうか。近年では、

消防出初め式、同観閲式、ラグビー団体等の場所として使用可能な設備等にしておりますが、

さらには子どもたちが岡崎市の子ども会の球技大会ができるようなグラウンドを設置でき

るような計画をしていただけないでしょうか。

最後でございます。同じ場所でございますが、人が集う場所には駐車場が必要でございま

す。今でも乙川の河川敷で実施する各種行事については駐車場不足が目に見えております。

ぜひ夢ある、次の新しい岡崎のためにも駐車場の確保をお願いいたします。未使用時にはハ

ードコートとして使用できるスポーツの設備として新設していただいても結構でございま

す。何とぞ私たち岡崎市子ども会育成者連絡協議会は市長と共に未来を託す子どもたちの

健全育成に全力投球を実施してまいりますので何とぞご協力よろしくお願いします。
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司会－ ありがとうございました。それでは回答をお願いいたします。

市長－ まず乙川リバーフロント計画に対する正しい認識を持っとっていただいてありが

とうございます。乙川リバーフロント計画を推進する中で岡崎市のこどもまつりへの影響

ということに対するご心配のようでございます。先日、私も具体的に話を聞きまして地図を

見ながらの話をしたわけでありますけれども、このいかだ遊びと観光船の運行場所という

ものが重複するということであります。私、そんなもの場所をちょっと変えればいいだけの

ことじゃないかと簡単に言ってしまったんですけども、そうしたら担当から今やってる所

はちゃんと護岸がきちんとしていて、安心していかだに乗れるんだと。で、潜水橋の下に行

けということを言われますと、そこはまだ護岸が整備されてない、だから危険だと。こうい

うふうに言われたわけであります。ただ、本当にどうして柔軟な思考ができんのかなと私は

思ったんですけども、それならば今、浮桟橋ってあるんですよ。しかもかなり安定してます。

しかもそれをひもで縛って固定すれば僕は安全だと思っております。ですから潜水橋を真

ん中に置いて、潜水橋の上を遊覧船の使用にして、潜水橋でちょうど仕切りもできるじゃな

いですか。潜水橋で仕切って下のほうにですね、もし危険だと言われるならば浮桟橋を作っ

て、そこを挟んでひもを渡して、そこでいかだをやればできるんじゃないかと僕は単純に考

えて言ったわけでございますけれども。まあそういうふうに工夫すれば何とかできるんじ

ゃないかというふうに思っております。ですからこれでいいんじゃないかというふうに思

ってますけど、いいですかね。

それからもう一つ、ポニーの支柱が、今、乙川の河川敷の水はけを良くするために暗渠を

設置しておりまして、随分これで水はけ良くなったと思います。ですけれどもそれがあるた

めにどこでもここでも勝手にくいを打っちゃうってことができなくなります。ですけれど

も、暗渠がどこにあるかということは外から分かるようになってますので、暗渠を外してく

いを打っていただければ今までと同じようにお使いいただけると思いますのでこれも問題

はないと思っております。もしまた何か心配事があれば直接言ってください。

それから河川敷をグラウンドにしたらどうかというご指摘も頂いております。岡崎の中

心市街地で駐車場が足りないということは、これは誰よりも私、真ん中に住んでおりますの

でよく分かっております。ただですね、岡崎には一つ悩みがございまして、というのは公共

駐車場が足りないときに民間で土地を持っとる方、土地を売るのが嫌だと言うなら持って

おる土地を駐車場に使ってくださいということを歴代の市長がやってきたわけであります。

そのために岡崎の中心市街地にはいくつもの民間の駐車場があるわけです。それがあるた

めに公共駐車場を無料化だとか値段を下げるということができません。それをやろうとす

るとすぐおしかりの声を受けちゃいまして。実はこないだ私が新しい文化センターという

のはお金が掛かるということを、また岡崎に本当に必要かどうか、市民会館が使えるじゃな

いかということで取りやめて、跡地が今駐車場になっとるわけであります。あの駐車場を作

ったことだけでも民間駐車場の経営者の方から随分おしかりの声を頂いております。それ
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が悩みなんですけどね。だけども駐車場が足りないというのは事実です。

じゃあどうしたらいいか。これは私が市長に就任した直後から目を付けとった場所があ

ります。それがどこかというと同じです。乙川の河川敷です。今、乙川の河川敷は潜水橋か

ら下のほうは伊賀川の合流地点を挟んでテニスコートがありますけども、あの下は草っぱ

らと個人所有の土地になっておるわけであります。で、市長になったときにあそこを何とか

岡崎市が手に入れられないかという話をしたわけでございます。現実にあの土地っていう

のは人間が住むことはできませんし、個人所有地で畑にしてる方もいますけども、季節によ

ってはすぐ水についちゃうわけであります。ですから大変利用勝手が悪い。土地の価値とし

ては大変低いんです。で、そこを何とか、県有地もありますので、県との交渉も必要であり

ますけども、何とか岡崎市が早いうちに手に入れてあそこを公共用地として使いたい、でき

れば多目的広場だとか、それから運動公園として使えないだろうか、そしてテニスコートは

今の場所からもうちょっと僕は下に移っていただけると、個人的にですよ、これはまだこれ

から調整でどうなるか決まってませんけれども、移っていただいて、そこを常設の駐車場に

したいなと思っております。それでそれだけじゃ花火大会とか桜まつり全然足りません。

「岡崎の花火大会、桜まつり行きたいけど車が停めれないからいかないんだ」って声、随分

聞いております。ですから、その下の緑地の所をすべて駐車場にすると、正確には言えませ

んけど 400台ぐらい停めれると思うんですよ。ですから通常はそこは多目的広場、または運

動公園としてお使いいただいてですね、テニスコートももちろん作ります。そして花火大会

とか桜まつりとかそういう特別なときは全面そこは臨時駐車場、そういうふうにすれば、駐

車場でそんなにたくさんの車がいるときってのは常にいるわけじゃございませんので。そ

ういう使い方をすればそれぞれ皆さまがたいろんなイベントをやられるとき、またその広

場そのものを使われてもいいと思っておりますけど、そういうことで岡崎のど真ん中で市

民の方に多目的に使っていただける空間ができるんじゃないか、こういうふうに思ってお

ります。なるべく早くやりたいと思っております。もし土地の持ち主がいたら説得してくだ

さい、お願いいたします。

司会－ ただいまの回答につきまして、よろしかったでしょうか。

副会長－どうも建設的なご意見ありがとうございます。市長がわれわれと同じ立場で子ど

もたちの健全な育成に対してのお気持ちを持たれてることは非常に分かりましたので、立

志の塔という中学校があります。で、立志の像を作っていただきます。立志の市という形の

岡崎を目指していただきたいと思います。どうもありがとうございました。

市長－もう一つ言い忘れました。それでその駐車場から花火大会の会場、岡崎城の公園のほ

うに行くということについてですけど。今のままですと、くるりと回って橋を渡って行かな

きゃならんわけですけども、こないだ寒中水泳やったときに行かれた方はお気付きかと思
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いますけれども、乙川と乙川の合流地点の所に浮橋を作りました。さっきの浮桟橋と同じで

す。あれのもうちょっと大きいのを置いたんです。くいを打って固定しますのでもう本当に

安定しております。ですからそこを渡っていけば本当にすぐ花火大会の会場、すぐ岡崎城の

藤棚の下まで行けるわけです。ですから、そうすれば駐車場も隣接しますので、使い勝手の

いい駐車場になると思いますのでご理解いただきたいと思います。

司会－ ありがとうございました。それでは次の要望、提案をよろしくお願いいたします。

副会長－先ほど市長の話で岡崎市はいろんなイベントをしてきた、そして今もいろんなイ

ベントをしている、「あー僕も出た、これ行った」っていうのはあるんですが、岡崎市、こ

ないだよその地域へ行ったときに、それがスッと口をついて出てこない。少し悔しいなと思

いましたのでちょっと反省です。いろいろやってるんだなと思いました。質問をさせていた

だきます。

地域の子ども会というのは異年齢の遊びの体験が活動の主体でありまして、地域の子ど

もは地域で育てる、そして大人はすべて育成者である、そういった考えの下で活動を行って

きております。しかし、子ども会活動におきましては、スポーツ少年団等における試合の結

果、あるいは選手になれたというようなこと等の結果がすぐに分かるというものではあり

ません。活動の良さや子ども会の価値が子ども、そして育成者共に実感しにくいというのが

子ども会の実際です。そして、入っていて良かったと思える状況も少ないのかなというのも

実情であります。地域の子ども会の活動については、岡崎市子連として大いに支援している

ところであります。子ども会という伝統のある会をより多く残していくために、そして、子

ども会の良さや価値をさらに高めるために、行政と一体となった活動について、３つほど質

問、提案をさせていただきます。

まず第１が、子ども会として利用するときの市の体育施設等の利用料の免除であります。

今各地の市民センターの利用については、子ども会であれば利用料免除となっていますが、

中央総合公園であるとか、岡崎市の体育館、せきれいホール、総合学習センター等について、

子ども会利用の場合に利用料の免除ということができないでしょうか。

２つ目です。岡崎市が行う行事への子ども会枠の設定ができないかということでありま

す。成人式ですとか、先ほどご紹介いただきました家康行列、あるいは市制記念日の式典、

またその他にも消防行事等への子ども会の招待席、あるいは子ども会として参加するなら

どうぞというような参加枠等が設定できないものかと思っております。

最後に子ども会向けの、例えば工場見学会等の企画を行政と一緒にしていきたいと思い

ます。岡崎市として子ども会向けに市内企業、工場等の見学会の開催等の企画ですとか、あ

るいは橋渡し等ができないでしょうかと思っております。こういった施策ができれば子ど

も会活動の良さですとか、そういったものを子どもたちや育成者も、「ああ、子ども会に入

ってて良かったな」と思えるのではないかと思います。そして、子ども会の価値や、特別感
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というものが上がると共に、子どもの頃からいろんな行事に出てますので私みたいによそ

で、やっていたのにああそうだったと、あれを言っとけば良かったということがなく、岡崎

市のことを PR できる。また、将来においても岡崎市にずっと住んでいこう、岡崎市に在住

して地域の中心となる人材育成につながるのではないかと思っております。以上３つ質問

させていただきます。よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。それでは回答をお願いいたします。

こども部長－ 日頃から大変皆さまにはお世話になっておりまして感謝を申し上げます。

ありがとうございます。ただいまの３つの質問でございます、1 点目の子ども会として利用

されるときの市の体育施設等の利用料の免除ということでございます。今お尋ねのように

市民センター、これは公民館でございますものですから、当然子ども会の皆さまのご利用に

対しましては利用料は免除ということでございます。しかしながらその他のご提案いただ

いたような体育施設につきましては、基本的に利用者の方から利用料を徴収しまして施設

を運営をしているということでございます。例えば市の行事、中央総合公園で選挙の開票を

したりしております。こういった場合でも施設の利用料を支払っておりますので、この点は

ご理解をいただきたいというふうに思っております。本市から貴連絡協議会への事業費の

補助金でイベント会場や設備の使用料につきましても補助対象費用とさせていただいてお

りまして、現状皆さまがたにご尽力をいただいております子ども会の球技大会、あるいは子

ども大会、こういったものについて、限られた範囲ではございますが、施設の利用料のご負

担につきましてはほとんどないものと考えております。なお、地域の子ども会の事業活動に

ついてでございますが、小中学校の学校開放、あるいは市民ホーム、子どもの家等々、地域

住民による団体のご利用であれば無料でご利用いただける市の施設もございますものです

から、そういった施設の積極的な活用についてもご活用いただければ幸いであるというふ

うに考えております。

続きまして２点目でございます。市の行事への子ども会の枠の設定というお尋ねでござ

います。調べてみました。現状でございますと、ご提案頂きました成人式につきましては会

場の座席が成人を迎えられましたご本人をはじめ、関係者の方で既に満席に近いという状

況でございまして、これ以上の受け入れが難しいんではないかということを担当課から聞

いております。続いて市制記念日というお話がございました。ご承知のように毎年７月１日

に実施しておりまして、既に市内の各小学校から代表の児童の方２名を参加しておるとい

うことでございます。続きまして、消防行事の中で、先月ございましたが、出初め式につき

ましては乙川の河川敷で広く市民の方にご覧いただけるものとなっておりますので、そう

いった場をご活用いただければということを考えております。それから４月の家康行列で

ございます。既に子どもさんの参加枠としまして、少年、あるいは少女隊の隊列というのを

公募をさせていただいておりますことや、先ほど市長からお話をさせていただきましたが、
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その年にふさわしい行列として企画をしておりまして、これ以外の隊列を増やすというこ

とは交通規制等の関係上なかなか難しいということを聞いております。皆さまがたにご参

加いただけるものをじゃあ今後どうしていくかということでございますが、例えば、岡崎城

下家康公夏まつりでの、例えば五万石踊り等の他、地域の子ども会から祭りに参加したいと

いうような企画のご提案がございましたら担当課のほうに私共のほうからつないでまいり

たいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。ご要望を頂いておりますような、招

待席だとか、あるいは参加枠、こういったものを設けることっていうのは市の主催という立

場であれば人を集める、集客という点では非常にいいことだというふうに思う一方で、動員

をお願いするというようなことにもつながろうかと思います。そうしたことに対しまして

ご負担と感じられてしまう方もいらっしゃるのではないかという懸念もわれわれは感じて

おります。今後、皆さまがたがどのような行事に、まあ先ほどご提案をいろいろ頂いたわけ

でございますが、どんな行事に参加したいと思ってみえるのかをまた私共といろいろ意見

集約、いろいろお話をさせていただきながら参加のご要望が多い行事につきましてはご提

案を頂いたような参加枠の設定を含めまして関係のほうへも働きかけてまいりたいという

ふうに思っております。

最後でございます。３点目の子ども会向けの工場見学等の企画についてでございます。本

市はこれまでも、親子で楽しく本市の産業等について知ってもらうことを目的にいたしま

して、夏休み工場見学会というものを主催をしておりました。しかしながら参加者の方が残

念ながら年々少なくなってまいりましたことから、平成 25 年度でそうした企画を終了させ

ていただいた経緯がございます。現在では本市と商工会議所、そしておかざき匠の会の共催

で、バスで行く夏休み工房見学会、今年度は石屋さんだとか八丁味噌の蔵を見学をしていた

だいたわけでございますが、そういった地域の子ども会でも活用していただけそうなイベ

ントにつきましてお知らせをしてまいりたいと考えております。また、愛知県が作成をして

みえます、愛知の工場見学ガイドブックというものがホームページにあるわけでございま

すが、本市の市内企業でございますと、食品だとか、産業用機械、あるいは自動車関連の企

業さんで独自に工場見学等の受け入れをしていただいておる所が十数社あります。こうい

ったことにつきましても、私共、こども育成課のほうへお問い合わせを頂ければ皆さまがた

に情報提供、資料提供をさせていただきながら、先ほど副会長さんが言っていただいたよう

に皆さまがたと行政が一体となりましていろいろ進めていきたいと思っておりますので、

その橋渡しを私共喜んでさせていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたし

ます。以上でございます。

司会－ ただいまの回答につきまして、いかがでしょうか。

副会長－ ありがとうございました。最後の工場見学はとても人気で行けない所も行政に

お願いすれば橋渡しをして見せていただけるということですね。ありがとうございます。よ
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ろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。はい、市長。

市長－ 部長が一生懸命答えたんですけど、僕が聞いとってもなんかあんまりやる気がな

いというふうに取られちゃうなと。責任ある立場の人が答えるとどうしてもこうなっちゃ

いますのでご理解いただきたいと思います。それで、利用料金のことですけど、もうちょっ

と分かりやすくいえば、子ども会だけ特別に安くするとかタダにするとかやると必ずこれ

はまた老人クラブが「俺たちもやってくれ」とか身障者の団体が「私たちもやってくれ」と

か次から次に出てきちゃうわけです。ですからそういった諸団体にはそれなりに行政のほ

うで補助金が出ておりますので、何とかその枠の中でやっていただくようにご理解いただ

けんかなあと、これはそういうルールでやっておりますので。

それから私も聞きました、２番目の問題。成人式でせっかく娘が着物を着て行ったんだけ

どちょっと時間が遅れたから中に入れてくれなかった。私は壇上から見ておりまして、椅子

はだいぶ今年はなかったですけど、申し訳ないけど遅れてきた方は立っとっていただけり

ゃ入れる場所があるんじゃないかなと私は壇上から見とって思いまして、「せっかく成人式

で来た人入れなかったっていうのはおかしいじゃないか」と僕も後で言いまして、その代わ

り遅れてきたっていうのはご本人の責任ですので、空いてれば立っとってもいいからこれ

からは入れるようにしてあげてくれということを私は申し添えております。

それから家康行列についてですけども、僕らが子どもの頃は確か各小学校の鼓笛隊がも

っと何校も入ってて長い列だったんですよ。僕はボーイスカウトだったんですけど、ボーイ

スカウトで鼓笛隊でやったこともありまして、そんなことまでやっとったんですけど、これ

は車の時代になってきまして、交通事情のことを考えると警察があんまり長い隊列を長時

間市の中心地域を占拠させるということに対して大変心配しとるわけなんです。まさかの

ときのことを。そして今のような隊列の長さに落ち着いとったわけですけども、去年、今年

は特別な年でありまして、警察は本当にご理解いただきまして、今年は去年よりも 200 人ぐ

らい多い 800 人の隊列でやっとるわけでございますけれども、家康行列の隊列を長くする

というのはこれちょっと僕は事実上、今後は今以上にというのは難しいんじゃないかとい

うふうに思っております。これは交通事情考えましたときに、そこで、違うイベントをはだ

てて、それにご参加いただけるような。例えば中央総合公園の大きな街路があるでしょ、あ

そこは特別な場所ですのであそこだけ遮断しちゃってあそこを特別区画にして、あそこを

使って、例えばブラスバンドのパレードをやっていただいたり、そういうようなことを今後

考えていけないだろうかと今考えております。まだこれできるかどうかお約束できないん

ですけど、そういったことを考えておりますので、違う参加型のイベントというものを何か

もっとみんなが楽しめる多くの人にもっと交通のことを考えずに気楽に見ていただけるよ

うな、そういうものを考えておりますので楽しみに、楽しみにしとってくださいと言ってす
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ぐできんとしかられちゃいますけど、今いろいろと試行錯誤して考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。それから皆さんのほうから「こんなことをこういうふうにやったら

できるんじゃないか」というアイデアがあったらまたぜひそれを教えていただきたいと思

います。

それからもう１つ、これはこないだシンポジウムやったときに参加していただいた方か

ら言われたことなんですけども、「こないだの滝山寺の鬼まつりのニュースは終わってから

新聞で知った。事前に分かっとったらぜひ見に行きたかった」という方がおみえになりまし

て、僕らは一生懸命ＰＲやっとるつもりでおります。ポスターは貼っておりますし、それか

らホームページにも載せております、チラシも配ったりしております。ところが役所仕事と

いうのはそれだけやっとるからいいだろというところがわれわれの悪いところでありまし

て、もうちょっと商売っ気を持ってしっかりＰＲしなければいけないなというのは今反省

を思っております。われわれも努力してこれから新たな情報発信の方法を考えていきたい

と思っておりますけれども。ちゃんと市の広報とかなんかでは出とるわけなんですよ。だけ

どそこまでしっかり見る人が一体市民の何人おるかということだし、またその見たときは

覚えておるんですけども、実際の当日近くなると忘れちゃっとることがあります。ですから、

これは私たちの宿題なんですけど、これからまたしっかりとＰＲもやっていきたいと思っ

ておりますんで、お願いいたします。

司会－ ありがとうございました。それでは、次の要望提案をお願いいたします。

事務長－ 岡子連事務長でございます。このような機会を頂きまして誠にありがとうござ

います。私からの提案なんですけども、少子高齢化が今非常に叫ばれておりまして、安倍総

理も１億総活躍社会ということを掲げられて今動き出そうとしております。ただ、このまま

進むと子どもの両親であったり、おじいちゃん、おばあちゃんも働くということになって、

子どもは今ゲームの世界だとかバーチャルの世界で遊ぶということが非常に多くなってい

て、人の痛みが分からなかったり、人のことを思いやることができなくなって、さらに痛ま

しい状況が増えるんではないかなというふうなところを危惧しています。かつては遊びを

自分たちで考えて、ルールを作って、そういうことを考える力を子どものときに養ったので

ノーベル賞の受賞につながったというようなこともテレビで聞きました。最近では子ども

会の助けがしんどい、時間がないっていうようなことで役員のなり手がなくて、子ども会の

運営がなかなかうまくいってないというようなこともあると聞いております。今のように

物が豊かでなかった時代も、両親、おじいちゃん、おばあちゃん、やはり働いていたという

ふうに思います。ただ、お互いに助け合って子どもを健全に育てていくために子ども会とい

うものを作ったんかなというふうに思っております。子どもによる子ども会の手助けとい

うところを地域で助けてきたというところだと思います。子どもによる子ども会っていう

のは、子どもの健全育成のために必要な会だと思います。
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そこで２つのご提案をさせていただきたいとおもいます。１つ目はボランティアに興味

がある、またはボランティアしても良いというような生徒を募って、学校で登録していただ

きまして、地域の要望に合わせて派遣するようなシステムを中学校ごとに作ってはいかが

でしょうか。市内のある中学校では、独自に地域からの要請に応えてボランティアをやって

いただいているという所があるというふうに聞いております。これが発展して、中学生のボ

ランティアをやっていたという経験者が、高校生でもボランティアとして中学生のボラン

ティアを教えていく、また社会人になった子が高校生のボランティアを教えていく、指導し

ていく、っていうような仕組み作りができればいいなというふうに思います。次に送る恩返

しという言葉があります。私たちは日常生活を送る中で他人から親切にされたり助けられ

たりすることがあるものです。その方たちに直接恩を返せなくても、他の人に恩を送るとい

う形で子どもたちが親切、善意を感じて感謝できる人に育てていくということでぜひご検

討をお願いしたいと思います。

また、子ども会のお手伝いをする生徒を、学校から「大勢で行うような遊びやゲームの運

営等を知りたい、ゲームを知りたい」という要望がありましたら、岡子連のジュニアリーダ

ーズクラブからリーダーを派遣させていただきたいと思います。岡子連ジュニアリーダー

ズクラブには、現在、中学生から高校生を中心に 20 名程度在籍しております。子ども会活

動のお手伝いをするために、県や東海北陸地域市町村子ども会の主催する勉強会に参加し

たり、普段の生活でリーダーとしての能力を磨いております。しかし、学校の部活が土日共

にあったり、塾があったりということで子ども会のリーダーとして勉強会に参加できない、

子ども会からのお手伝いの要請に応えることができないというふうな理由で泣く泣く脱会

していく子どももいます。ここで２つ目の提案なんですけども、岡子連ジュニアリーダーズ

クラブに入会して活動していることを学校としても部活と同じように推奨して、部活動に

参加したと同等の評価をお願いしたいと思います。以上、よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。それでは回答をお願いいたします。

教育監－ 1 点目のボランティアに興味のある生徒を募り登録して地域の要望に合わせて

派遣するシステムを中学校にというご要望でございますが、基本的にはボランティアとい

うのは大変学校も価値を感じておりますので、ボランティアで何かするというのは推奨し

ておるというのが基本的な姿勢です。それを今学校はどうしているかというと、例えばいろ

いろな団体からこういうのに中学生参加してほしいと、そういう場合は生徒会が窓口にな

っております。実際、生徒会員のボランティア等の呼びかけによって、希望する中学生が子

ども会の球技大会や学区の環境美化活動、地域防災活動、９月１日に行われている小学校ご

との地域防災の活動に中学生がボランティアで参加したりとか、資源回収にボランティア

で参加したりだとか、そういうふうな活動が行われておるというふうに把握してますので、

生徒会がその役割をというのでご理解いただければと。一部の学校ではボランティア委員
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会というのを作ってやっておるというのも理解しておりますが、教育委員会が一律にボラ

ンティアの委員会、ましてや生徒会の委員会にボランティア等を作れというトップダウン

型で言うというのはなかなかできないというふうに思っておりますのでご理解いただけれ

ばというふうに思います。

２点目の、岡子連のジュニアリーダーズに入会し活動していることを学校としても部活

動と同じように推奨し、部活動に参加したと同等の評価をお願いしたいと、こういうご要望

でございますが、今、小学校、中学校、高校、大学生と見ておりますと、中学生が一番多忙

じゃないかなと、そういうふうに感じております。市内中学校のほとんど全員が部活動に参

加している現状や、そういった子どもの多忙感を考えると、学校が部活動と活動日が重なる

各種団体、子ども会を含めて、部活動と同様に推奨、やりなさいというのは現状では難しい

状況だというふうに思っております。しかし、先ほど申しました通り、生徒が自ら考えて休

日にボランティア活動に参加することは価値があると考えております。子どもは学校と違

う場でより幅広い力を培っていると評価しておりますので、学校はそうした主体的な判断

と行動は尊重すべきであると。それは部活動に勝るとも劣らない効果をもたらすとも考え

てますので、もしも学校の先生が「ジュニアリーダーの活動よりも部活動に出なさい」とか

そういうのがあったら教えていただければ話はしたいし、ただそこは基本的には子どもの

主体的な判断というふうなところはご理解いただきたいなというふうに思います。以上で

す。

司会－ ただいまの回答でよろしかったでしょうか。

事務長－ はい、ありがとうございます。私、直接子ども会ジュニアリーダーズクラブのほ

うを担当させていただいておりますので、またそのような話があったときにはよろしくお

願いします。ご相談にあがらさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。以上

です。ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。事前に頂いているご要望は以上でございます。ただいま

予定時刻を過ぎておりますが、どうしてもとおっしゃる方がいらっしゃいましたら、その他

のご意見を伺いたいと思いますので、挙手をお願いいたします。

市民Ａ－ 立ったほうがいいですか。美矢井橋河川敷緑地公園の運動場の整備をしてもら

いたいんですけども、グラウンドがありまして、運動場が。美矢井橋河川敷、あちらのほう

の整備のほうをしてもらいたいんですけども、それは可能でしょうか。

こども部長－ すいません、私も最近ちょっと現場を確認してないものですから、今のご要

望でございますが、一応ちょっと担当課とも現状等を確認した上で、具体的にはあれですか
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ね、南部のほうでそういった子ども会の活動で試合だとか練習をやりたいというご要望だ

というふうに承知いたしますが。

市民Ａ－ そう、毎年使用しているんですけども、やっぱ荒れてきて砂利とか多いんですよ。

それを整備してもらいたいなと思いまして、砂とかひいてもらって。

こども部長－ ちょっとこの場では即答はできませんもんですから 1 回ちょっと確認をし

た上でまたご連絡をしたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。どうもすい

ません、貴重なご意見ありがとうございます。

司会－ ご意見ありがとうございました。それでは最後に内田市長からごあいさつをお願

いいたします。

市長－ 本日は寒い中、夜遅くまで本当に皆さまありがとうございました。きょうは私共市

政の今の動向ということを話をさせていただきましたし、また皆さまがたからも子ども会

の関連につきましていろいろなご意見頂きました。私たちはきょうお聞きいたしましてで

きることはこれからしっかりやっていきたいと思っておりますけれども、中には実現のた

めには少し時間がかかる、またはすぐにはできないこともあろうかと思いますけれども。き

ょう一応市の各部門の責任ある立場の者が直接皆さま方からこういう点が問題だというこ

とをご指摘頂いた、そのことを私たちが理解したということが一番重要なことではないか

というふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

それからもうこれで時間ということで 1 回閉じることになりますけども、どうしてもこ

の際市長に文句を言っときたいということがございましたら、また人前では手を挙げて言

いにくいという方は私は残っておりますので、また何なりと後でご意見教えていただきた

いと思います。きょうは本当ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いい

たします。

司会－ これをもちまして市民対話集会を終了させていただきます。本日は誠にありがと

うございました。皆さまお気を付けてお帰りください。


