
平成２７年度市民対話集会会議録

日 時：平成 27 年９月 27 日（金）16 時 30 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：災害ボランティア・おかざき

災害ボランティア一歩の会・額田 31 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－ 市長の内田でございます。本日は、災害ボランティア・おかざき、災害ボランテ

ィア一歩の会額田の皆さまがたにおかれましては、日曜日の夕方という、皆さまがたにと

りまして、大変大切なお時間でありますのにかかわらず、こうして対話集会にご出席を賜

りまして、誠にありがとうございます。また皆さまがたには、平素から本市の防災行政に

対しまして、多大なるご理解とご協力を賜ってございまして、この場をお借りいたしまし

て、心より感謝を申し上げたいと思っております。また、地区の防災計画策定や防災セミ

ナーの開催など本市の自主防災活動支援業務の実施にあたりましては、皆さまがたから多

大なるご協力をいただておりまして、このことも重ねて感謝申し上げるものであります。

さて先般の台風 18号の影響によります記録的な大雨で、北関東と東北南部では、多数の

死者が出るなど、甚大な被害が発生いたしたところであります。本市におきましても、平

成 20 年 8 月末の豪雨を経験したわけでございまして、あらためて、治水対策の重要性とい

うものを痛感させられるとともに、被災された皆さまがたには心からお見舞いを申し上げ

たいと思っております。一方地震対策につきましては、昨年の 11 月に南海トラフ地震の被

害想定を公表されたわけでございますけども、人的被害、建物被害、ライフラインなど、

すでに従来の想定を大幅に超える想定となっておりまして、この災害から市民の命や財産

を守るとともに、被災後の避難生活や一日も早い日常生活を取り戻すために、本市におき

ましては、公共施設の耐震性、情報の収集や、提供体制の整理、備蓄体制の整備など、さ

まざまな地震防災対策に取り組んでいるところであります。

しかしながら、東日本大震災など、過去の大災害の教訓から、行政による対策のさらな

る強化と、地域住民、事業者、災害ボランティア等の連携による取り組みの強化というも

のが、極めて重要であることから、今年度から、自主防災活動の支援を行う組織を設置し、

防災ボランティアの皆さまがたにご協力をいただきながら、地区防災計画の策定支援や、

防災リーダーの育成に関する事業に多大に取り組んでいるところであります。

今後もボランティアの皆さまがたが、より活動しやすい環境を整え、市との連携を強化

しながら、私たちの住む町を大規模災害から守ってまいりたいというふうに考えておりま

すので、引き続き、皆さまがたのご協力を賜りますよう、お願いをしたいと思います。

続きまして、最近の市政の動きと、私がただいま目指しております岡崎の将来像という

ものにつきまして、本日は簡単にお話を申し上げたい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。

まず初めに、私の選挙公約の大きな柱の一つでありました、岡崎市南部地域への総合病

院建設についてでありますが、学校法人藤田学園と 5 年後の平成 32 年の開院を目指して、

400 床程度の病床数の大学病院を建設するということで、合意をすることができたのであ

ります。これによりまして、市内の医療の地域格差が大きく是正されるとともに、市民病

院の負担が、軽減されることにつながります。

これまで市民病院に行くと、「1 日仕事である。1時間 2 時間平気で待たされてしまう」
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こんなことも言われたわけでございますけれども、今後はそういうことが少なくなってい

くとわれわれは思っています。市民病院につきましても、この地域の医療をリードする中

枢病院としての役割を果たすべく、一昨年の西棟の建設に続きまして、今月 1 日には、救

命救急センター棟をオープンすることができたわけであります。

次に、同じく私の選挙公約の一つでありました、市民会館についてでありますけれども、

箱もの行政からの脱却ということで、長寿命化というものを今まで申してきたわけでござ

いますが、来年の 10 月のリニューアルオープンを目指しまして、今月から、改修工事に着

手させていただいたところであります。昨今の建設費の上昇でありますとか、職人の人手

不足を見ますときに、改修という方針は、これは正しい判断であったのではないかと、こ

のように思っているところであります。改修工事中は、市民の皆さまには、大変なご不便

をおかけすることにもなりますけれども、改修後には、今見ていただいて分かりますとお

り、本市の新たな文化芸術の拠点として、市民の皆さまから、改修してよかったと実感し

ていただける施設になるものと確信をしておるところでありますので、どうぞこちらにつ

きましても、ご理解とご協力をお願い申し上げたいと思っております。

そして岡崎市におきましては、今年は、『家康公四百年祭』、また来年の平成 28 年度は、

岡崎市の 100 歳の誕生日であります。市制施行 100周年といった、これまた岡崎の歴史に

とって大きな節目となる年が続くわけであります。私どもは、これを絶好の機会と捉えま

して、岡崎の持っております歴史的な文化資産と、乙川、矢作川といった川の河川空間を

生かした観光産業都市岡崎としてのまちづくりを図りまして、ものづくりに並ぶ、もう一

つの新しい経済の柱として、これ育て上げたいというふうに考えております。そして、そ

んなふるさと岡崎に対して、岡崎で生まれた子どもたちに、より大きな愛着と誇りを持っ

てほしい。こんな願いを込めているところであります。また、『家康公四百年祭』におきま

しては、本年の 1 月より家康公生誕の地でありますこの岡崎市と、お隣の浜松市、静岡市

といった、このゆかりの 3 市によりまして、記念事業をさまざまに展開しているところで

あります。今後の主な予定といたしましては、10月 30 日から 11月の 3日までの 5 日間岡

崎公園多目的広場におきまして、『家康公四百年祭岡崎城まつり』、というものを開催いた

します。さらに、12月 26 日の家康公の生誕日には、本市におきまして、3 市連携事業のエ

ンディングセレモニーといたしまして、青く光る LED ボール 3 万個を乙川に流す、『泰平の

祈りプロジェクト』を実施いたしますので、ぜひとも多くの方にご覧いただきたいと思い

ます。このボールは、流しっぱなしにするのではなくて、全て回収いたして再利用するこ

とになっております。なお、これも国の補助事業でございまして、将来的には、民間の皆

さまにお任せして続けていきたいと、このように考えております。

そして来年の市制施行 100周年につきましては、岡崎の新たな世紀の始まりとしまして、

事業全体を、『新世紀岡崎・飛躍祭』と名付けて、記念事業を展開してまいりたいと考えお

ります。主な事業といたしましては、平成 28年 7月 1 日の記念式典をはじめとしまして、

翌 2 日と 3日には、市民や子どもたちを対象とした『おかざき・100 年祭』を開催いたし
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ます。また、市民の皆さまと一緒に、桜のまちづくりを進めるため、企業の協力による、

1000 本の桜の苗木を生かした『岡崎さくら 100 年プロジェクト』をはじめとしまして、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』など、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、将来のまちづくりの基礎になるような、

そんな事業にしていきたいというふうに考えています。

その新たなまちづくりの第一歩であります、乙川の水辺空間を活用した、乙川リバーフ

ロント計画につきましては、これまで 20 回を超えるこうした市民対話集会や、百数十回に

及ぶ講演会、さらには、パンフレットの全戸配布や、広報紙、私のブログなど、さまざま

な手法で、市民の皆さまに、事業内容の周知を図ってまいったところでございます。そし

て今もこうして、各種団体や、「ご要望があればどこにでも出向きます」ということを言っ

て、講演会をまた続けているのであります。選挙の審判を受けて、議会での議決に加えて、

これほど念入りに事業を進めるケースは全国でも珍しい、というふうに言われております。

また、国や県に関しましても、陳情や要望を重ねまして、事業への協力へのお願いをし

てきた結果、3 月末には、東海地方からは、唯一であり、愛知県で管理する河川事業とし

ては初の、国土交通省の、『かわまちづくり支援制度』の登録認定を受けることができたも

のであります。そして、この 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

交付金が私どもの要求どおりの満額交付という、これまた大変うれしいニュースが飛び込

んでまいりました。これは、この事業に対する国からの期待の表れであると思っています。

国交省に要望を出しに行きますときに、これは、実に特例的措置ですと、何度も恩着せが

ましく言われておるわけでございますけれども、実際、この近辺で満額交付という例は、

ほとんどございません。

事業の内容につきましては、殿橋と明代橋のライトアップをはじめとしまして、河川敷

には、ランニングコースや遊歩道を整備するとともに、仮称でありますけれども、乙川人

道橋の新設や、人道橋の北側に位置する中央緑道を、人道橋と連続した幅 16 メートルの歩

行者空間、岡崎セントラルアベニューとして再整備するなど、今年度から平成 31年度まで

の 5 年間を目標に整備を進めてまいりたいと思っております。議会では、橋の幅が 16 メー

トルと広過ぎないか、こういった質問も出たわけでございますけれども、これは、橋を 12

メートルにしてやっても、16 メートルであっても、そんなに大きな金額の差が出ませんで

したので、どうせやるならば大きくとって、皆さんに十二分に活用していただけるほうが

いいだろうと。そしてまた、災害のときに、これが、表装木調で額田の木を使って作るん

でございますけれども、もともとは鉄筋コンクリートで基盤を作りますので、十二分な強

度を持っております。ですから、災害のときには、ここに防災車両が通過できるだけの強

度を持っておりますので、そういったさまざまな意味を含めて、こういう形状にしたわけ

でございます。乙川人道橋につきましては、平成 29年度の完成を目指しまして、今年度よ

り、整備に着手していくわけであります。今も先に話しちゃいましたけど、どうもこの人

道橋は、やっぱり殿橋、明代橋の歩道の混雑を緩和するだけではなくて、表装に額田産の
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木材を活用するとともに、ゆとりある幅を持たせるためであります。そのことによって、

歩行者が、水辺の景観のゆったりと楽しむことのできる空間になります。さらに、橋を公

園の施設にすることによりまして、橋上では、さまざまなイベントを実施することが可能

となるわけであります。

また、セントラルアベニューには、岡崎の地場産業であります、石工、石ですね。この

PR をするということとともに、郷土の歴史を子どもたちにも理解してもらえるきっかけと

して、徳川四天王の石像を設置したいと考えております。先般、デザインが決まりまして、

公表したところでございます。来年度のお披露目を目指してこれから作業が進められてい

きますけれども、それぞれ歴史的な一場面を切りだした、躍動感あふれる石像が出来上が

るものと期待しております。見ていただいて分かりますとおり、本体は大体、石で作るわ

けでありますけれども、やりとか、刀とか、かぶとにつきましては、これはハイブリッド

といいまして、金属を合金を使って作らせていただくわけであります。ヨーロッパに行く

と、大変立派な石像があちらこちらに町のシンボルとして建っておりますけど、それもこ

れと似たように、金属を使いながら、石を活かした素材の効果があるわけであります。セ

ントラルアベニューというのは、先ほど申し上げましたとおり、高齢化の進む中心市街地

におきまして、いざ災害といったときに、今高齢者の方が大変中心市街地に多くなってき

ておりまして、近くの小学校まで行くわけですけども、小学校まで歩くことが、高齢者に

とっては、大変なハードルになりますので、今中心市街地の高齢者の方は、取りあえず、

避難場所として、このセントラルアベニューと橋、この辺りが避難場所としてできるよう

に、そんな機能も増すことになります。

次に、岡崎に来られたお客さまをお迎えする玄関口であります東岡崎駅でありますけれ

ども、これも私たちも昔から、よそから来た人に「岡崎は家康の生まれ故郷というが、駅

前に何もないじゃないか」こういうことをしょっちゅう言われまして、静岡や浜松には、

駅前に立派な像が建っているわけでありまして、東京の人に言わせると、「徳川家康は、静

岡県の人か」こういうことをよく言われるわけでありますけれども、これからはそんなこ

とを絶対に言われないよう、駅前に立派な、岡崎市民の誇りとなるような、家康像を建て

たいと思うわけでございまして、これは税金でポンと作っちゃうんではなくて、子どもか

ら大人まで、市民一人一人の協力によって作られる、本来の意味での岡崎の象徴にしたい

というふうに考えておりまして、今、ライオンズや、ロータリーのかたがたにも、「協力す

るぞ」という暖かい言葉をいただいておりますけれども、市民の皆さまがた一般にも広く

ご協力を呼び掛けたいと、こういうふうに思っておるところであります。

こうした乙川リバーフロント地区整備というのは、河川空間を生かした、岡崎の新しい

まちづくりの第一歩でありますとともに、引き続き岡崎公園を中心とした国の、歴史まち

づくり事業の認定を受けての歴史的文化資産を活用したまちづくりにつなげていきたいと

いうふうに考えております。さらには、空き家などの、遊休不動産や、公共用地の活用に

よりまして、人の回遊性というものを高めた中心市街地の活性化、いわゆるリノベーショ
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ン、刷新のまちづくりの推進によりまして、さらなる活性化につなげてまいりたいという

ふうに考えております。歴史的な文化資産につきましては、岡崎には、家康公ゆかりの大

樹寺や、伊賀八幡宮など、国の重要文化財に指定された建造物が名古屋よりも多い 13 ある

わけですけれども、お隣に住んでいる人も、「これは重要文化財なんですよ」と言うと、「へ

え、そうなんですか」って言われることがあるぐらい、われわれ岡崎市民は、それを忘れ

ちゃっておりまして、これまで十二分に活かされてなかったわけであります。

ことに、岡崎の歴史まちづくりを進める上で、欠かすことのできない岡崎城というもの

は、これは歴史的にも非常に価値のある堀だとか、石垣がたくさん残されておりまして、

近年の調査によりますと、これは日本で 4 番目に大きな城郭を誇っている城だということ

が分かってきたわけであります。これからこうした歴史的由来というものを、私たちが、

しっかりと掘り起こし、明確で統一性のある案内表示や、城郭の広さというものを、実際

に体感していただくために、街の中で、ここまでお城だったんだよというラインを引いた

り、各城門が復元できるスペースがある所には、城門を復元して、見える化ということも

検討していきたいというふうに考えております。そして、そうしたものがあることによっ

て、外から見えるお客さんでも、岡崎市内を回遊できる道標になるのではないかというふ

うにも考えています。

こうした制度に加えまして、外からお見えのお客さんに、楽しんで町を回遊していただ

き、満足感を抱いてお帰りいただくためには、四つの私は要素が必要であるとかねてから

言ってきておるわけでありますけれども、それはまず第一に、何と言っても観光地は、ど

こに行っても、おいしい食べ物があります。ぜひ岡崎ならではの食べ物を、名物料理を作

り上げたい。二つ目は、魅力的なお土産。岡崎に行ったら、ぜひあれを買って行こう。こ

のように皆さんに楽しんで思っていただけるようなお土産。岡崎には、いくつか味噌だと

か、あわ雪とかありますけれども、これという決定的な物がいまひとつないので、ぜひそ

うしたものを、皆さんのご協力の中で作り上げたいと思っております。そして、これから

もまちづくりのさまざまな骨格作りにつきましては、行政のほうでしっかりやっていきた

いと思っておりますけれども、やはり、民間の催し、また民間の面白い施設、こういった

ものも重要になってくるわけでございます。そうしたものと、さらには、観光地として、

立ち上がってくる地域はどこでも必要ですけれども、岡崎に行ってこんないいことがあっ

た、岡崎の人がこんなに親切だった。そういった岡崎ならではのサービスというものも市

民の皆さまがたと協力して作り上げていきたいというふうに考えているわけでございます

ので、そしてまた、こうしたことを行っていくためには、そのための担い手というものが

必要でありますので、その育成にも心を砕いていきたいと思っております。

そこで、今回のリバーフロント計画におきましては、いまだに、橋を造るだけだとか、

河川敷を整備するだけだとか、こんなふうに思っておいでの一部の市民の方がお見えにな

るわけでありますが、決してそんなハード面の整備だけではなくて、川べりに、カフェだ

とか、レストランなど、そうしたものを進出しやすい環境をつくっていくことが大事であ
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りまして、それはぜひ民間の方にお願いしたいというふうに思っておるわけであります。

まちづくりでありますとか、こうした都市計画に携わっている方に、いろいろお話を伺い

ますと、岡崎っていうのは、本当に素晴らしい要素に満ちている。この河川空間が今まで

活かされず放置されてきた点は、本当にもったいない。異口同音にそのことを言われます

ので、今回ぜひともそうしたものを活かしていただければと思います。そして、利益は、

まず、民間の方に、大いにもうけていただくことが、私は大事だと思います。そして、そ

の結果として、行政には、税金としていただければいいというふうに考えておりますので、

あくまで民が主体となったまちづくりというものをこれからも推進したいというふうに考

えています。

また、将来的には、『泰平の祈りプロジェクト』や、東岡崎駅と岡崎公園を乙川で結ぶ木

船の運航や、手こぎボートや、カヌーの営業につきましても、収益事業として、最初は公

共でやっていくことになると思いますけれども、後には、民間にお任せしていきたいとい

うふうに考えております。

そうした新たなまちづくりのスタートとして、7月に開催しました、キックオフフォー

ラムでありますけれど、これを皮切りに、この 8 月は、県内外の大学生によりまして編成

された 6 チームが、中央緑道の再生計画と、太陽の城跡の地域整備計画につきまして提案

する短期集中型のワークショップというものを開催したわけであります。当初、大学生っ

てどんなものを出してくるかなって、こんな心配もあったわけでありますけれども、結果

としては、大変若くて斬新な、知性と感性のきらめきが感じられる素晴らしい提案がなさ

れたわけであります。このとおりにこれ作るのかと勘違いされる方、ときどきお見えなり

ますけれども、こういうものを作ったらいいんだよ、こういう提案でございます。もちろ

ん、こうしたものをやってくれるモデル業者が出てきてくれれば一番いいんですけども、

もし国内でそういう人がいなかった場合は、私ながら、最近中国人の観光客増えてきてい

ますんで、台湾でも、香港でも、シンガポールでも、あるいは中東のドバイで、お金を出

してくれるそういう方がおれば、自分のほうから営業に出掛けたいというぐらいに思って

おります。これは、単に一つの建物を作るっていうんじゃなくて、今、岡崎に用事がある

方でも、泊まるのは名古屋っていうような方が、大変多いんですけれども、これを逆に、

愛知県に用事があって名古屋に行くんだけれども、泊まるのはぜひ岡崎にしたい。豊田で

仕事ができたんだけれども、泊まるホテルは岡崎にしたいと思われるような、そのきっか

けとなる事業にならないかと。こういうさらに期待感なんかも持っているわけであります。

今回そういった大変な期待感を感じさせる提案がなされたわけでございまして、この展示

は、今月いっぱい市役所東庁舎の 1 階のロビーにおきまして、展示されておりまして、市

民の皆さまがたの投票会を開催しておりますので、皆さまがたも、お時間がありましたら、

ぜひ一度ご覧いただきたいなと思います。そして、10 月 25 日には、河川活用のかわまち

づくり、中央緑道の活用、歴史観光まちづくり、遊休不動産の活用などの中心市街地のに

ぎわいの創出をテーマとしました市民参加のワークショップも開催しております。皆さま
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にも、ご参加いただきまして、防災の観点も含めて、さまざまなご意見を頂戴できればと

思っておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。

今日は、乙川リバーフロントについて、中心的に話しましたけれども、これが始まりで、

全岡崎に向けまして、これからさまざまな提案と事業を展開していきたいと思っておりま

して、そういうふうにご理解いただきたいと思っております。

以上、きょう、時間の都合がありまして、今言ったとおり、乙川リバーフロント計画を

中心にお話させていただきましたけれども、今後も福祉や医療、防災、教育といった基本

的な政策の充実にも目を注いで、しっかりと取り組みながら、この町に生まれた子どもた

ちが、ふるさと岡崎に対して、より以上の愛情と誇りを持てる、そんな夢のある次の岡崎

づくりに向けて頑張っていきたいと考えておりますので、どうぞよろしく、ご理解いただ

きたいと思っております。これから、あと 2、3 年いたしますと、皆さまがたが自分の目で、

じかに見て、明らかに岡崎が変わってきたなって、こういうふうに思っていただけるよう

になるというふうに確信しておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。これに

て私の話は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。

司会－ ありがとうございました。それでは、災害ボランティア・おかざきのご紹介につ

きましてお願いいたします。

災害ボランティア・おかざき代表者― 災害ボランティア・おかざきです。よろしくお願

いいたします。本日は、大変貴重な機会をいただき、ありがとうございます。それでは、

災害ボランティア・おかざきの紹介をさせていただきます。

災害ボランティア・おかざきは、災害ボランティアコーディネーターのボランティアグ

ループです。災害が発生したとき、行政は、災害対策本部を設置します。災害対策本部か

らの協力、依頼によって、災害ボランティア支援センターの立ち上げを検討します。社会

福祉協議会、災害ボランティア・おかざき、災害ボランティア一歩の会額田、NPO 法人愛

知ネット､NPO 法人レスキューストックヤードの協定を結ぶ団体に打診をして、協力を求め

ます。合意したとき、災害ボランティア支援センターが立ち上がります。災害ボランティ

ア支援センターにおいては、被災者からの要望を受けて判断し、災害支援ボランティアと

をつなぐ、コーディネーター役として、災害ボランティア支援センターの運営に当たりま

す。この運営の中でも、被災者からの依頼を、ボランティアで対応すべきかなど、依頼処

理の判断をすることが最も難しく、これを的確に判断できるように、日々、トレーニング

をしています。

設立経緯は、平成 7 年 1月 17 日、阪神淡路大震災の翌年から、愛知県防災局では、災害

ボランティアコーディネーターの必要性を感じ取り、10 年計画で、1,000 人の災害ボラン

ティアコーディネーターの養成計画をしました。平成 12 年の東海豪雨のときには、この養

成講座を受講した、災害ボランティアコーディネーターが活動しました。平成 17 年に、愛



8

知県の災害ボランティアコーディネーターの 10 年計画が終了し、県内各市町村で、災害ボ

ランティアコーディネーターの養成講座を実施するようになりました。しかし、岡崎市で

は、それより前の平成 14 年 2月に、災害ボランティアコーディネーターの養成講座を開催

し、そのときの受講者の有志で、災害ボランティア・おかざきグループをつくりました。

目的としては、日頃は災害に強いまちづくりを基本に、防災啓発活動を推進します。災

害発生時には、被災者の自立復興支援を目的に、行政や、各種団体との協働による災害ボ

ランティア支援センターの運営に当たります。

平成 20 年 8 月末豪雨発生後は、岡崎市災害ボランティア支援センターが立ち上がり、災

害ボランティアコーディネーターとして、運営に携わり、初めての実践でした。しかし、

いくつかの課題もありましたが、毎月の勉強会などで、改善に努めています。平常時は、

月 1 回の定例会。毎年の災害ボランティアコーディネーター養成講座の支援をしています。

災害ボランティア支援センター立ち上げ訓練においては、各地域の役員の皆さんに、災害

時の災害ボランティア支援センターの役割、目的を理解してもらえるように、実施してい

ます。なお、私たち、災害ボランティアコーディネーターとしてのスキルアップにもつな

がっています。防災意識向上を目的とした、各町内の防災マップづくり、地区防災計画策

定支援業務、学校、各地区の防災訓練、福祉まつりなどに参加するなどして、啓発活動を

行っています。今年 3 月、第 30 回ふれあい岡崎福祉まつりの会場にて、防災意識調査を実

施しました。結果についてはお手元の資料をご覧ください。結果から分かることは、全体

的に、20代、30 代の若い世代の意識が低いことです。これからも、機会があるごとに、防

災、減災意識の啓発は、継続していくことが必要であると思います。

続きまして、13 年間の活動をしてきた実績を評価され、この 8 月に愛知県より、ボラン

ティア活動功労団体として、受賞しました。災害ボランティアの強みとしては、男性 24

名、女性 20 名の会員で、年齢も 30 代から 70 代までと幅広く、人生経験豊かなメンバーで

活動しています。男女の構成もバランスが取れていて、チームワークもよく、いろいろな

方面でのボランティア経験者や、災害ボランティアコーディネーターの元を作った県の講

師もいます。現在の課題としては、災害ボランティア養成講座の受講者数が年度別の受講

者数のグラフのとおり、減少しています。災害が起きた平成 20年 8 月末豪雨の年と、平成

23 年 3 月、東日本大震災発生の年は、受講者数が非常に多かったのですが、次の年からは、

年々減少し、今年の講座受講者数は 6名となっています。今後、より多くのかたがたに受

講していただき、1人でも多くの災害ボランティアコーディネーターを増やしていくこと

が最も大切なことであると考えています。以上で災害ボランティア・おかざきの紹介を終

わります。ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。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、順次発表していただきます。
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災害ボランティア・おかざき代表者― よろしくお願いいたします。課題、要望は、事前

に要望シートで、市長さんにお願いしたとおりです。このように、市長さんと、ペーパー

だけではなくて、直接お会いをして要望をお伝えできる機会があることは、とてもありが

たいです。内田市長さんが、災害ボランティア支援センターについてや、私たち、コーデ

ィネーターの活動をどのように知っていただいているか分からないのですが、あの 8 月末

豪雨で、岡崎市内のあちこちで水害の被害があり、たくさんのボランティアの人が集まっ

てくださり、その人たちをコーディネートする人間が必要になりました。皆さん、家のこ

とも犠牲にして、連日支援センターに駆けつけコーディネーターとして活動したことが、

今も鮮明に思い出されます。行政では担えないところだと思います。でも、あの水害で終

わりではありません。さらにもっと大きな地震が近い将来起こることはメディアからも、

またここに見える鈴木代表からも、幾度となく話を聞かされて、私たちは危機感を持って

います。それを想像すると、どうなるのかと途方に暮れますが、近い将来必ず災害が起こ

りますので、岡崎市でも支援センターが立ち上がり、そこで活動する人間がたくさん必要

になることは確実です。

そこで、お忙しい市長さんにお願いするのはと思いますが、こちらからの要望として、

強くお願いすることは、毎年行っております、災害ボランティア支援センター立ち上げ訓

練に、内田市長さんに来賓としてではなくて、一参加者として、ご参加いただき、体験を

していただき、詳しくコーディネーターの活動を知っていただけることを願います。そう

すれば、市長さんに、きちんとコーディネーターの役割を知っていただけますし、また、

市民の方にも、より大きな関心を集めることができるかと思います。今年の災害ボランテ

ィア支援センター立ち上げ訓練は、12 月 12日、土曜日です。来年は、8月 6 日土曜日と決

まっております。ぜひ、よろしくお願いいたします。

その他に 2 点要望を出しました。一つは、災害ボランティアコーディネーターを、より

多くの人に知っていただくために、ご支援をお願いいたします。被災してからではなくて、

被災する前に、この平常時に、市民の方に広く知っておいていただくことが必要だと感じ

ます。

もう一つは、地域の自主防災担当者に対して、定期的な防災講習会を開催し、岡崎市民

の防災意識の向上が図れることを願います。以上、この 3 点について、特に初めに申し上

げました点について、ご回答を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、市長、前のほうによろしくお願いいたしま

す。

司会－ それでは、回答について、よろしくお願いいたします。
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市長― まず、質問上で、最初に私の講座への出席をということでございまして、私のほ

うから最初に答えさせていただきます。今日は、早朝から消防団の技術研究協会がありま

して、それに出掛けてきたわけですけれども、私は、市長としては、比較的こういう会に

よく顔を出しているほうだと自分では、思っているわけなんです。災害ボランティア・お

かざきの皆さまがたには、災害発生時には、効果的なボランティア活動を支援するために、

日頃から訓練などを通じて、ボランティアコーディネーターの養成にご尽力をいただいて

おりまして、このことを重ねて感謝を申し上げるものであります。皆さまがたの活動を通

じまして、広く市民に理解を深めることができるわけであります。市民の防災意識の向上

にも、これがつながっておりますから、私も機会があればぜひ一度拝見させていただきた

いというふうに思っておりますので、ぜひ一度、ご案内を文章でいただきたいというふう

に思っております。文章でご案内いただくと、日程表に入れて、それで動いとるわけでご

ざいまして、市民の中には、私は土日は休みで、平日でも昼ゴルフやったり、夜は宴会な

んて思っているかたがたも結構お見えになるんですけれども、はっきり言って、一年間に

休みっていうのは、数えるほどしかございませんし、大体家に帰る前に、夜、講演会の活

動などもやっておりますので、そんなことがあるわけでありますので、事前にご案内いた

だいて、日程に入れておかないと、なかなか参加することができませんので、ぜひそれは、

早めにいただきたいと思っております。

本市といたしましても、今後とも防災施設の強化に取り組みますとともに、市民に向け

て、自助、共助の重要性をお伝えする中で、皆さんの取り組みに、広く市民が参加してい

ただけるように、これからも、積極的に励んでいきたいと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。

市長公室長― 皆さん、こんにちは。私のほうからも、残りの二つの質問について、ご回

答させていただきます。

まず初めに、災害ボランティアコーディネーター養成講座、これの支援ということでご

ざいますが、私どもも、承知をしておりまして、災害ボランティアコーディネーター要請

講座を受講しても、なかなかコーディネーターとして登録していただく方が少ない。また、

メンバーの方も、高齢化が進んでおりまして、若者もなかなか参加していただけない。こ

ういったことは、承知しておりますし、これは、本市だけではなく、県内の他都市からも

同様の課題を持っておるということは、伺っております。そのため、私ども、岡崎市では、

教育委員会と連携をいたしまして、中学校の特別活動の時間を活用いたしまして、子ども

うちから防災意識を高めるような、そういった活動に取り組んでいただいております。ま

た、昨年度は、小、中、高合わせまして、14 校で、防災に関する出前講座も実施をいたし

ました。また、高校生を対象とした、防災ボランティア養成講座や、県事業でありますけ

れども、高校生防災セミナーなども開催をしていただきまして、これにもまた、多くの高

校生が参加しているとも伺っております。こういった取り組みを通じまして、遅いと言わ
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れるかもしれませんが、徐々にではありますが、今若い人たちの間で防災に対する意識が

高まってきております。

先日の生徒市議会におきましても、二つの中学校で、自分たちが何ができるかと、こう

いった質問をしていただいて、機運としては、高まっておりますので、こういった機会を

逃さずに、私ども、こういった自助共助の重要性を周知し、それから、あと、訓練だとか

そういったものにも積極的に参加していただくような形で、呼び掛けて行きたい、このよ

うに思っております。

それから、最後の自主防災担当者への、定期的な防災講習会の開催ということでござい

ますが、これにつきましても、私ども、災害に強いまちづくりを実現するために、行政に

よる災害対策とともに、やっぱり市民の防災意識を高めていただかなきゃいけないという

ことで、地域自主防災組織の活動に対するハード面、またはソフト面の支援を今行ってき

ております。これまで、各町の自主防災組織や、消防団のリーダーを対象といたしまして、

本市の災害対策や、地域に自主防災組織の運営、活動に関する自主防災活動説明会を毎年

地域で開催している他、防災出前講座は、昨年の実績では、90 回開催させていただきまし

て、7,000 人余のかたがたにも参加していただいております。また、今年度から、地域の

防災リーダーや、市民向けの防災セミナーを新たに開催するなど、市民の皆さまの防災意

識の向上に努めているところであります。

こういった取り組みを継続していくことで、市民の防災意識の向上と、自主防災組織の

活動の活性化を図りまして、また、市においても、公助の強化を図ることで、災害に強い

まちづくりを目指してまいりたいと、このように考えております。これは時間がかかるこ

とだと思いますので、皆さまがたにも、今後とも、より一層のご協力をいただきたい、こ

のように思っておりますので、よろしくお願いいたします。

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。ありがとうございまし

た。それでは、災害ボランティア一歩の会のご紹介につきまして、よろしくお願いいたし

ます。

一歩の会・額田代表者― こんにちは。災害ボランティア一歩の会です。通称一歩の会っ

ていうんですけれども、おかざきさんみたいに映像が撮れませんので、口頭でお話させて

もらいますので、よろしくお願いいたします。

私たち一歩の会ですけれども、平成 16 年、17 年の災害ボランティアコーディネーター

養成講座に参加したメンバーで団体を構成しています。そのときの講師さんが、おかざき

さんですので、私たちは、おかざきさんの子どもみたいなもんで、そういうふうなことで、

今は一緒にやっていますけれども、その当時は、講師さんがおかざきさんでした。現在の

一歩の会ですけれども、20 代から 70 代までの 22名おります。年齢の幅が広く、若い人も

おりますので、とても活発に活動しております。
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活動内容については、先ほど言いましたように、災害時に活動するための、知識の習得

や、地域住民の防災活動の促進および啓発を行っております。特に、主な事業内容といた

しまして、社会福祉協議会の主催ですけれども、福祉防災講座、避難所宿泊体験。宿泊体

験ですので、1 泊の講座を、額田地域ではありますけれども、各小学校区で開催をしてお

ります。地域防災訓練の指導ということで、各町内で防災訓練を行うときとか、あとは岡

崎市の地域総合防災訓練、各小学校区でやっていますけれども、そのときの訓練内容の指

導にも入っております。防災講座といたしまして、一歩の会で劇団をつくっていまして、

防災劇団。その上演する場所としては、宿泊体験のときに上演していますけども、あとは、

福島県のときも、上演しました。防災としての劇をやっております。10 月 2日の自主防災

組織のリーダー研修会にもここで上演させていただきますんで、よろしくお願いします。

あとは、災害ボランティアコーディネーター養成講座にも協力をさせていただいています。

主な活動としては、以上です。

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、順次発表していただきます。よろしくお願いいたします。

一歩の会・額田代表者－ まず一つとしてですけども、災害ボランティア一歩の会額田の

活動をご理解いただき、当会との連携についてご検討いただきたいと思います。現在一歩

の会の主催とか、社会福祉協議会主催で一歩の会協力とかっていう事業を行っておるんで

すけれども、岡崎市共催となると、やっぱり参加者の意識が変わってきますので、参加す

る方も多くなるし、岡崎市が共催しとるなら、ぜひ参加したいというようなことを思って

参加する方もいますので、ぜひお願いをしたいと思います。

司会－ ありがとうございます。それでは、回答をよろしくお願いいたします。

市長公室長― 岡崎市との講演共催ということでございますが、災害ボランティア一歩の

会額田さまには、本当に地域で日常的な役割を果たす自主防災組織リーダーとして、本当

に頑張っていただいていて、ありがたい、このように思っております。私ども、すでにこ

の 10 月に、県との共催で、自主防災組織リーダー研修、こういったことをやることになっ

ておりますが、すでに、一歩の会さんには、講師として、参加することをご協力いただい

ておりまして、これも皆さまと行政との連携の一つの形ではないかと思っておりますし、

また非常に感謝をしております。また、今回のこの形式につきましては、一般の財団法人

防災協会の補助採択もございまして、開催することができましたが、今後もこういった内

容の研修を継続して、開催していきたいと考えております。また、貴団体との連携の形で

ございますが、一歩の会の皆さんには、毎年宿泊体験ですかね、そういった訓練をやって

いただいておりまして、私どもとしても、本当にこれはぜひとも一緒にやってまいりたい
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ということを考えている事業でございます。しかしながら、どういった形の連携が、一番

いいのか、いろんな手法がございますので、これは今から検討させていただきたい。この

ように考えております。

司会－ それでは、引き続き、お願いたします。

一歩の会・額田代表者― 失礼いたします。2番目の質問をお願いしたいと思います。ご

承知のとおり、現在額田地域には、全戸に防災無線が入っております。今災害、防災、い

ろんな面で、この防災無線は大変役に立っておるわけであります。それから、行政の各課

からのいろんな連絡事項とか、そちらの方面にも大変各家庭では、よく分かって、今は「な

くてはならない防災無線である」というふうに言われております。ただ、ご承知のように、

だいぶ年数がたってまいりましたので、家庭においては、ちょっと機械が痛んでしまって、

聞きにくい、いろんな雑音、いろんなものが入るとかいうような問題が出ております。し

かし、これは、この私たちみたいな山間地域には、なくてはならない防災無線と今はされ

ておりますので、ぜひともこれを古くなったのでちょっとやめちゃおうかということで、

取ってしまうというようなことがないように、引き続き、やっていっていただきたいな、

そんなことを思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

また、地形的にでございますけれども、私ども、大体広い地域に家が点在しておりまし

て、防災、災害のときに、避難するには、大変難しくて、中には、とてもそんなところに

行けないなどいろんな問題が出ております。それを、ぜひ解決していくためには、地域の

中にある道路等の整備を何とかお願いをしたいなと、そんなことを思って、そういう面で

の防災に関わる問題が深くありますので、ぜひそういうことを実施していただきたい、計

画的にやっていただきたいなと、そんなことを思いますので、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、回答、よろしくお願いいたします。

市長公室長― 先ほど、ご要望の中にありましたように、額田地域の行政無線、これ、大

変効果が高いということは、私ども、承知はしております。しかしながら、額田地域さん

だけでなくて、岡崎にも似たような所がたくさんございまして、今すぐ、はいやりますと

いう気持ちのいいお答えはできませんが、可能な限り整備をさせていただきながら、利用

させていただきたいとこのように考えております。

また災害時の避難行動時の危険ということで、避難所まで遠いということでございます

が、これにつきましても、また、避難所までの距離、道のりということとともに、私ども

が指定する避難所においても、災害の種類によりまして、やはりそこが絶対安全ではない

ということもございます。ですから、私どもも、市民の方に、「絶対に指定の避難所に行き

なさい」ということは言っておりません。
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しかし、市といたしましても、当然、本当に全ての災害や地域特性を網羅した安全な避

難所を指定していく、またその道のりを整備する。これがなによりも理想と考えておりま

す。しかし、やはり行政にも限界がございますので、ゆっくりといいますか、予算の限り

頑張っていきたいと、このように思っています。そのため、日々の皆さまには、まずは、

身近な安全場所として、緊急の避難所を地域で定めていただくですとか、私どもがお配り

させていただきました防災ガイドマップですとか、町がつくっている災害防災マップ、こ

ういったのを活用して、何といいますか、個人の家ですとか、ご自分の家ですとか、そう

いったことで安全な所を見つけていただいて、当面はそういった所で避難をしていただき

たい。私ども、順次努力はしてまいりますので、よろしくお願いをいたします。

司会－ それでは、引き続きよろしくお願いいたします。

一歩の会・額田代表者－ お願いします。大規模災害時には、災害ボランティア支援セン

ターが設置されるというふうには思っていますが、市と社協、あと関係団体とで、作成さ

れた支援センターの設置運営マニュアルにあるように、支援センターの額田分室が設置さ

れるというふうにはなっています。額田の地域は、山間地でありまして、土砂災害による

孤立っていうのも考えられますし、高齢化率もとても高いものですから、市街地とは違う、

またちょっと違うボランティアの依頼っていうのもあるのかなと思っていますので、今後

もぜひ、額田分室ができるように、ご支援いただきたいなと思っています。あと、そのと

きの、支援用の備品とか、そういうものについても、配置とか配備についてもご配慮いた

だきたいなと思っています。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。

市長－ 災害ボランティア支援センターにつきましては、被災状況に応じて、市と額田分

室にサテライト機能として、出張所を単位に設置を行っていくことになっておりますけれ

ども、額田分室についても、被災の状態により、十分対応できるものを設置していきたい

というふうに、また考えております。設置場所につきましては、現在額田支所の新庁舎建

設を含めた、岡崎市額田支所周辺の整備計画全体において、どこが一番いいかということ

で、今検討中でありますので、どうかご理解いただきたいと思っています。また、支援用

の備品につきましても、必要量を考慮し、的確に配備をしていき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。もしそこじゃまずいよっていうこと

がありましたら、具体的にご指摘いただきたいと思います。

司会－ ただいま三つの回答につきまして、よろしかったでしょうか。
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一歩の会・額田代表者― ありがとうございました。

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

れでは、その他、ご意見のある方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。発

言の前にお名前をお願いいたします。また、多くの方からご意見を伺いたいと思いますの

で、ご意見、ご質問は、お一人一つとさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは、いらっしゃいましたら、挙手のほう、よろしくお願いいたします。

司会－ よろしくお願いいたします。

一歩の会・額田Ａ－自助、共助の強化をするに当たり、防災意識アンケート結果を見ても、

お分かりいただけると思いますけれども、50 パーセントを切っておるものがございまして、

行政として、防災意識の向上の取り組みが必要であると考えるので、ご検討いただきたい

と思います。特に、地域の防災活動に、市職員の積極的参加を呼び掛けていただきたいと

考えております。また、避難所運営担当者を、実際の災害が起きたときに、対応が不十分

でありますと、避難をされた方の心の不安をあおるようなことが起こる可能性があります

ので、講習とか、いろんな講座を開いて、参加をしていただき、運営担当者の技量向上を

お願いしたいと考えます。以上です。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、回答のほうは、よろしくお願いします。

市長公室長－ ただ今のご要望っていうんですか、ご質問っていうんですか、一点目でご

ざいますが、自助、共助の強化ということでございまして、私ども、やっぱりその必要性

は十分感じております。そのための、今年 4 月に、市のほうからもご許可をいただきまし

て、組織改正ということで、防災危機管理課の中に、自主防災活動支援班、こういうのを

設置していただくという、こういう運びになりました。今後は、その班を中心に、地域に

おける自助、共助の取り組みをご支援させていただきたい、このように思っております。

また、先ほどもおっしゃいましたように、今年 10 月、県との共催で、自主防災組織リーダ

ー研修、こういうのも開催いたしますので、今後、単市であっても、これは続けていきた

い。こういうことを考えております。

それから、市の職員の参加ということでございます。日々職員に対しましては、私ども

の避難所運営担当者においては、定期的にそういった説明会、研修会、こういったことを

開催しております。また、全職員に対しましても、それぞれ役割に応じた防災研修を行っ

ておりまして、今年度は、あいち防災リーダー会三河ブロック代表を外部講師としてお迎

えいたしまして、防災研修を開催し、職員のスキルアップに努めました。職員の地域防災

関連の参加ということでございますが、災害が実際起こったときには、やはり市の職員、
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災害対策本部での勤務になってしましますが、地域で行っている防災活動、参加し、知る

ことで、より皆さんと密接な連携が取れると、このように考えておりますので、積極的に

活動に参加していくよう呼び掛けてまいりたい、このように考えております。

司会－ それでは、その他ございましたら、挙手のほうをお願いいたします。じゃあそち

らの方。お願いいたします。

一歩の会・額田Ｂ－ 失礼します。重なる部分があるかと思いますが、社会福祉協議会の

ほうで、毎年、災害ボランティア養成講座を行っておりますけれども、年々受講者が減っ

ております。多くの方の市民の方にはもちろんなんですけども、市の職員の方にも、災害

時には、災害ボランティア支援センターが立ち上がることだとか、センターの役割、仕組

みなどを知っていただくためにも、ぜひ、市の職員の方にも受講していただきたいなとい

うふうに考えております。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、よろしくお願いいたします。

市長公室長－ 災害ボランティア養成講座への参加ということですが、市民に対しまして

は、先ほどお答えしましたとおり、機会を捉えて参加していただくよう、PRさせていただ

きたいと思っております。また、市の職員の参加ということでございますが、現在一歩の

会の中にも市の職員の方、数名参加させていただいているということで、伺っております。

こうした仕事以外の職員の活動についても、市のほうで、公務員は全体の奉仕者という立

場でございますので、参加はさせたいなということは思っておりますが、ただ、今言った、

災害ボランティア養成講座ということを捉えると、担当としては福祉部ということになり

ますので、福祉部の職員がしっかりと勉強して、やっていくんだ、そういった形を取って

いきたい。先ほど申しましたように、いざ災害が起きれば、それぞれ役割違ってしまいま

すので、そういった形でお許しをいただけたらと思っております。

司会－ それでは、少しお待ちくださいませ。今マイクをお持ちいたします。よろしくお

願いいたします。

災害ボランティア・おかざきＡ－ はじめまして、よろしくお願いします。きょうは、貴

重なお時間をいただきまして、本当にありがとうございます。額田の方が質問して、災害

ボランティア・おかざきの連中が出ませんでしたので、私が質問に。まず、私ども 13 年間

一生懸命防災の啓発であるとか、8 月末豪雨でもお手伝いさせていただいているんですけ

れども、やはり、防災意識、危機意識っていうのが非常に低いっていうのが先ほどのアン

ケートでも出ておりますけれども、本当に低いんです。私も愛知で、いろんな所で行動さ
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せていただいておるんですけれども、そういう防災意識を強く持った人が、講座を受けに

くるわけですね。そういう意識の高い人が愛知県の講座であれ、500 人以上受けるわけで

す。そこで、家具の転倒防止をしている人っていう手挙げアンケートを採りますと、3 分

の 1 しかいないんです。しかも完璧な家具の固定をしている人っていうのは、ほとんどゼ

ロに近いっていうのが現状です。ですから、そういう防災って一生懸命やっていただいて

る人たちでも、まだそこまでいってないっていうのが現状でありまして、やはりそういっ

たことも真剣に取り組まなければいけないのかなというふうに思ってるんですけども、そ

れが、どういうふうにしたらそういう意識を高められるかっていうのは、われわれも課題

として捉えてるんですけれども、本当に行政の力を借りたいと。そういう力を借りたりし

て、とにかく 1 人でも多くの人に家具の転倒によるけがは怖いですよっていうことを知ら

せることが大事だと思ってます。

愛知県のほうも、今、協働推進協議会の中で家具転倒防止が必要だということで、今、

プロジェクトチームを組んで、県内から、家具転倒防止をするボランティアをチームを組

んで、依頼があれば、そういった人たちを派遣しますという事業を始めました。岡崎は、

そういうことはまだやってないと思うんですけれども、ぜひ、岡崎市の市民の人たちにも、

南海トラフ大地震、ものすごく怖いですから、とにかくけがをしないようにということで、

そういった自分の命は自分で守る大切さを、行政の力をどんどん使っていただいて、啓発

していただきたい。もちろん、われわれ額田もおかざきも力を合わせて、いろんな知識で

一生懸命やっております。一生懸命やってるんだけど、なかなか行き渡らないというのが

現状でありまして、それが一番大きな課題であります。ですから、岡崎市民、一人一人が、

怖いな、地震が来たら怖いなっていう気持ちを持っていただけるような、そんな対策をし

ていただくと、だんだんよくなってくるかなと思います。以前と比べて、意識的には、か

なり向上してると思うんですけど、でも、まだまだ低いかなと思っておりますので、ぜひ

行政の力で、少しでも広報していただければというふうに思っております。ですので、よ

ろしくお願いいたします。

司会－ ありがとうございます。

市長公室長－ まさにおっしゃるとおり、私ども、なかなか自助、共助に対する広まりで

すとか、そういうような災害に対する恐ろしさ、そういったことがなかなか広まらないと

いうことで、本当に悩んでおります。しかしながら、先ほど申し上げましたそういった研

修会ですとか、講座、こういったのはやっぱり繰り返し、やっていくことが一番だと思い

ます。あと、やっぱり意識を持っていただくために、これも昨年、26年から、市長のほう

から、予算の査定でオッケーをいただきまして、地域の防災活動を行っている、町の防災

防犯協会ですかね。そういった所で、そういった防災の資機材こういったものを買われた

ら、補助金を出すと。こういったような制度始めさせていただきました。
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また、今、都市計画課のほうで、26、27 年の 2カ年の事業で、防災まちづくり計画とい

うのを作っておりまして、その過程において、災害危険度判定調査というものを行いまし

た。これ、延焼の危険度ですとか、消防車、救急車が入りにくい、助けが来にくいと、そ

ういった地図なんですが、そういったものをこれもうじき出来上がりますので、まず市政

だより 10 月 15 日号に、ちょっとなかなか全市の地図ですので、見にくいと思いますが、

それを全部挟みこんで、全資料送らさせていただこうと思っておると。それを受けまして、

私ども、防災危機管理課のほうで、各学区ごとの防災鑑定、こういった、これについては

地域の人口の分布だとか、住宅の分布だとか、さまざまな社会構成の要因、それから、液

状化だとか、そういったいろんな危険度の入った、こういったものを今まさに出来上がる

ところでございます。これについては、また各防災防犯の協会長さんにお配りするととも

に、出前講座のときに、持ってってお配りしたり、お配りした地域で、町の地区防災計画、

そういったのを作るワークショプをやっていただいたところがあるんですが、そういうと

ころに持っていったり、そういう形で広げていきたい。また、内容については、全学区と

いいますと、すごく厚くなりますので、市のホームページでも公開していきます。そうい

った地道な努力を続けながら、粘り強く災害に対する、災害の恐ろしさ、起こった後の大

変さ、こういったものも周知していきたい、このように考えております。

司会－ よろしくお願いいたします。

市長－ 今、答えさせていただいたところでございますけれども、「南海トラフ地震」とい

うように言っておりますけれども、かつては東海大地震って言われておりまして、私が大

学生のときから、「いつきてもおかしくない地殻状況にある」と、ずっと言われておったみ

たいなんです。それから 40 年間、幸いにして、また、それが起きてないわけでありますけ

ども、私どものところで、一番危ないと言われてること、東海で今起きてなくて、よそで、

北で南で、順番に起きてきておるわけでございまして、後からくるほうが、私は大変怖い

と思っております。そのことを今お答えしましたように、私たちも、繰り返し、どこでも、

ここでも皆さまがたに、決して怖がらせるわけではなくて、そういう可能性があるんだよ

っていうことを言って、しかもただ漠然と何かが起きるっていうことを言うんではなくて、

そういうものが起きたときに、例えば、この地域ではどういうことが起きそうだ、この地

域はどういうことが起きそうだ。具体的に矢作や、岡崎の周りの各土壌がゆるい所とかご

ざいまして、そこが住宅化しておるわけでございます。液状化もそういうことは必須でご

ざいますので、具体的にここではこういうことが起きることが考えられますということを

申し上げて、そのために、個々にどうしたらいいかということを、家族で、また地域で、

考えてくださいと。具体的な提案っていう形で、私たちは図っていかないといけないんじ

ゃないかと思っています。そのときに指導員として、ご活躍いただくのが、皆さまだと思

ってますし、また一つよろしくお願い申し上げます。
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司会－ その他ございましたら。

災害ボランティア・おかざきＢ－ 実は災害ボランティア・おかざきの立ち上げのメンバ

ーでもあり、また災害ボランティア・おかざきのメンバーの過半数が、あいち防災リーダ

ー会の岡崎地区のメンバーでもあるんですけど、若干、災害ボランティアの話とは違って

くるんですけど、中学生市議会でも話が出ました。ある学校から提案がありました、中学

生防災リーダーの養成講座っていうのは、安城市でも、盛んに行われておりますし、ぜひ

岡崎市でも行いたいなという思いはあるんですけど、なかなか中学校に直接話をしに行っ

ても、中学生っていうのは、非常に受験勉強もあるし、部活もあるんで、限られた時間の

中で、そういう話を持ってっても、なかなか学校のほうで取り合ってもらえないというの

が、各現状だなという予測をして、一歩踏み出せない状況なんですけど、そこのところを

うまく市のほうで橋渡しをしていただけると、うまく進んでいって、中学生の防災リーダ

ーっていうのがうまく養成できると、災害発生時の昼間も非常に強い戦力になると思いま

すので、一度ご検討をお願いしたいと思います。お願いします。

司会－ ありがとうございました。

市長公室長－ まさにおっしゃるとおりでございまして、中学生の中にも本当に問題意識

を持って、取り組んでいただいておるかたがたもいます。ただ、そういった中で、なかな

か全市全部一緒にというと、なかなか教育委員会と難しいところがございますので、今徐々

に機運が高まってまいりましたので、特別授業の中で入れていただいておる。そこをスタ

ートとして、徐々に深めていきたい。一つはやはり、言われたように、学校が避難所にな

ることが多いですので、その学校をよく知っている中学生の皆さんに、そういった所に携

わっていただくということは、大変いいことだと思います。ですから、地域に応じては、

先日行った地区の防災訓練ですか、そういったのにも参加していただいている学校がござ

いますので、そういったことを徐々に広めていきたいということを思っております。よろ

しくお願いいたします。

司会－ その他ございましたら。少しお待ちくださいませ。

災害ボランティア・おかざきＣ－ いつもお世話になっております。先ほども、市長公室

室長さんから、自主防災、私どもが要望しました自主防災担当者の講座をたくさん開いて

ほしいっていうことにつきましてご回答いただきましたおりに、「出前講座も 90 回、7,000

余名参加していただいてますよ」っていうお答えいただきまして、大変うれしく感じたん

ですけれども、その中で、女性の方が、どのくらい参加していただいたんでしょうかって
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いう。私どもも、いろんな所に出向きまして、啓発活動とか、地域防災の支援事業とかさ

せていただいておりますけれども、どうしても、学区にまいりますと、総代さん中心に、

男性の方のお集まりが多ございます。当然といえば、当然の出来事だと思いますけれども、

万が一避難所が開設されたり、避難所を支援センターとかに来られる方、やっぱり女性の

方もたくさん。若いお母さんは子どもさん、どうしても被災されるのは、高齢者だったり、

女性だったり、子どもだったり、そういう弱者っていうのは、半分はやっぱり女性なわけ

で、そういう方たちにも普段から防災知識だとか、防災意識を持っていただいて、避難所

が開設された折には、運営にも女性の方が率先してやっていただいて、若いお母さん方も

率先して参加していただけるようなそういう取り組みをしたいなというふうに私どもも

常々思っておりますので、ぜひとも、そういうお力添えをいただきまして、男性ばかりで

はなくて、女性も参加しやすいような講座なり、活動を計画していただければありがたい

かなというふうに考えております。よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。

防災危機管理課長－ 大変お世話になっておりまして、ありがとうございます。やはり女

性の、こういった災害に対する取り組み、本当に、重視していまして、女性委員さんも選

出いただいたところでございます。新聞のほうでも、ご覧になられた方もあるかもしれな

いんですけども、りぶらのほうで、お子さんを持たれたお母さんのセミナーを開かせてい

ただいたりとか、あと、90 件の 7,000 名と言いましたけど、今年はもっといってます。そ

の中で、女性の団体からのお申し込み、かなり増えております。高齢者の方もかなり多い

んですけども、そういう意味では、徐々にではありますが、女性の参画、うちも期待して

おりますし、支援もさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

災害ボランティア・おかざきＣ－ ありがとうございました。

司会－ お時間も迫ってまいりましたので、もしございましたら、最後にしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

市長－ 専門家が今答えた後に、僕がいろいろと話をするのは、どうかと思いますけども、

今のお話伺っとって、女性の方に、わざわざ防災っていうことで出てきてくれといっても、

なかなか出てきにくいかもしれないということを今ちょっと思ったんですけれども、そこ

で女性の方にお集まりいただく別の会があるといいんです。教育の関係のお話をする会だ

とか、交通安全の会とか。そういうときに、ついでに、長くなくてもいいので、防災のポ

イントみたいなことを繰り返し、お話しするようなことをこれからやっていくとどうかな

と思いました。それから、中学生の、いきなり防災リーダーで活動してくれるなんて、な
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かなか無理かもしれませんけれども、そういう勉強する機会を各中学校に持っていただい

て、彼らが将来もう少し大きくなったときに、後輩につばつけて、そういった土壌ってい

うのをつくっていくことは必要じゃないかなと、今皆さんのお話を伺って思いましたので、

また部内で、そのことを話し合わせていただきたいと思います。今日は、本当にありがと

うございました。

司会－ それでは、ご質問も尽きたようでございますので、最後に内田市長から、よろし

くお願いいたします。

市長－ 今日は、本当に、日曜日の夕刻にこうした皆さまがたおそろいでお集まりいただ

きまして、本当にありがとうございました。今日、皆さまがたからいただいたご意見は、

しっかり受け止めて、また部内で検討させていただきたいと思います。今日お答えした答

えが、十分皆さまがたにご満足いただけたかどうか、ちょっと自信がないわけですけども、

少なくとも、今日皆さまがたのお話をお聞きして、問題点っていうものを私たちがいただ

いたということは、ご理解いただけたかと思います。今後とも、より安心、安全のまちづ

くりのために、私たちとともに、心を砕いて準備をしていただいていると思っております

ので、どうぞこれからも、よろしくお願い申し上げます。今日は本当にありがとうござい

ました。


