
平成２７年度市民対話集会会議録

日 時：平成 27 年 10 月 27 日（火）13 時 30 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：民生委員児童委員協議会 85 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－市長の内田康宏でございます。皆さまには、日中、とてもお忙しい中にも関わらず、

こうして本市民対話集会に出席をたまわりまして、誠にありがとうございます。皆さま方に

は、日頃から本市市政運営に関しまして、多大なるご理解とご努力をたまわっていまして、

そのことも合わせて感謝申し上げます。また、日頃は、多様化する福祉ニーズの最前線で大

変困難な事例に直面しながらも、地域の福祉活動の中心となって活動をしていただいてお

りますことに、重ねてお礼申し上げたいと思います。市議会におきましても、福祉に関しま

して活発な議論が行われておるところでありますが、このことは、市の厳しい財政状況のも

とで、予算に占める福祉関連の予算の割合が大変大きいものであるということであります。

既存の福祉制度の在り方に対する関心だけではなく、地域の連帯が薄れている昨今の社会

情勢の中で、地域福祉の在り方に対する問題意識というものがより高まっていることの表

れである。このように考えるところでございます。このような中で、民生委員児童委員の皆

さま方におかれましては、引き続き地域における福祉支援の一層の充実にご貢献いただけ

ますことを願ってやまないものであります。地域福祉の推進には、これからも多くの課題が

あるわけでありまして、皆さま方にとりましては、地域住民にとっての一番身近な相談役と

して、今後の活動にも取り組んでいただきすよう、お願い申し上げる次第であります。市と

いたしましても、地域福祉の課題の解決に向けまして、一層努力をしていく所存であります

ので、今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは続きまして、最近の岡崎の市政の動きと、私が目指しております岡崎の将来像に

つきましてお話を申し上げたいというふうに思いますので、どうぞしばらくよろしくお願

いいたします。

まず始めに、３年前の私の選挙公約の大きな柱の一つでありました岡崎市の南部への総

合病院の建設につきましては、学校法人藤田学園と、５年後の平成 32年の開院を目指しま

して、400 床程度の病床数の大学病院を建設することで合意ができたわけであります。400

床といいますと、ちょうど市民病院が 700 数十床でございますから、市民病院の半分よりち

ょっと大きい、そんな総合病院ができることになると思います。これによりまして、岡崎市

内の医療地域格差というものも大きく是正されますと共に、これまで市民病院に大きくの

しかかっておった負担というものが軽減されることにもつながるわけです。市民病院にか

かられた皆さん方、市民病院に行くと半日仕事だ、一日仕事だ。こんなこと、よくあったこ

とでございますけれども、新しい病院ができたあかつきには、そういったことも軽減される

だろうというふうに期待しております。

そして市民病院につきましては、年々増加しております救急外来受診者に対応するため

に、この９月に救命救急センター棟をオープンいたしまして、ご覧いただいたとおり、即応

できるような体勢を取っておるものでございます。市民病院は、今後もこの地域の中枢病院

としまして、しっかりその役割を果たしていくことになります。

次に、同じく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、こちら

も来年 10 月のリニューアルオープンを目指して、ただ今、改修工事を行っているところで
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あります。今回、新しいホールを作るのではなくて、改築決断をしたことは、国や県の方針

の長寿命化、建物の長寿命化ということにもなります。今、皆さんの問題のとおり、東京の

国立競技場の問題でありますとか、全国各地における昨今の建築費の大変な値上がり、上昇、

そして職人不足ということを考えますと、今回、この時点で改築という方法に踏み切ったこ

とは正しかった。このように思っているところであります。今回の工事では、ホール棟の外

回りの高さをそろえるなどしまして、敷地のフラット化を行うことによりまして、よりホー

ルエントランスまでの段差が少なく移動できるように改修いたします。また、会議棟とリハ

ーサル棟にエレベーターを設置するなどしまして、身障者や高齢者の方のためのバリアフ

リー化。こういうことにも配慮しております。改修工事といいましても、今、ご覧になって

いただいて分かりますとおり、空調施設も一新いたしますし、舞台の前も拡張いたします。

客席も一新して、ご覧のように、新築に近いような出来栄えとなりますので、どうぞご期待

いただきたいと思っています。さらに、甲山会館の前のほうのスペースは、そこで屋外コン

サートもできるような、そんな形にもなっております。改修工事中は、市民の皆さまには大

変なご不便をお掛けすることになるわけでありますけれども、改修後には、本市の新しい文

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、実感していただける施設になる

ものと確信をしておりますので、どうぞご理解とご協力のほどをよろしくお願いいたしま

す。

そして、岡崎市におきましては、今年は家康公四百年祭。そして、来年は市制施行 100周

年といった、共に岡崎市にとりまして大きな節目となる、記念すべき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、岡崎が持っております歴史的な文化資産の

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、この地域というのは言うまでもなく、ものづくりで栄えてきた所であります

けれども、そのものづくりに並ぶもう一つの新しい経済の柱として、この観光産業というの

をぜひ育て上げてみたい。このように考えてございます。

まず、家康公四百年祭におきましては、本年 1 月より家康公生誕の地でありますこの岡崎

と、お隣の出世の地であります浜松市、そして大御所の地であります静岡市、こういったゆ

かりの３市が連携しまして、さまざまな記念事業を 1 年間通して行っ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』を開催いたします。家康公の

功績を知っていただくための映像を使ったシアターを始めとしまして、江戸時代の遊びや

食文化の体験コーナーなど、楽しいイベントを用意しておりますので、ぜひお子さま、お孫

さまを連れて足を運んでいただきたいと思っております。また、12 月 26 日の家康公の生誕

日には、本市におきまして、先ほどの３市連携事業の一番最後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』という

ものを実施いたします。これは直径８センチぐらいの白い玉なんですけども、水と触れると

色が光ります。ムードあると思います。12 月の末の土曜ということでありますので、寒く
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なることが予想されますけれども、河川敷では温かい飲食の販売もすると思いますので、ぜ

ひこれもご家族でお楽しみいただきたいと思っています。また、市民の中には、こんなもの

を流してゴミにならないか。こんなご心配いただく方もあるようでございますけど、全て網

が張ってありまして、全て回収して、またよそで使うということでございますので、ご安心

いただきたいと思います。なお、この事業はリバーフロント計画のソフト事業の一つであり

まして、5 年間、国の補助対象事業にもなっております。

さらに、先般、今回の岡崎市と浜松の 3 市連携を生かして、家康公の文化的価値を再検証

し、一層の地域活性化につなげるために、3 市連携を続けて、日本遺産の認定に向けた取り

組みということを進めていきたいということで合意したものであります。これは昨年、静岡

が単独でやったんですけど、はねられてしまいまして、今度は３市で協力してやっていこう。

こういうことでやっていくものでございます。

こういったさまざまな取り組みを通じまして、明治維新以降、どちらかといえば過小評価

されがちな家康公の功績、どうしてもタヌキ親父のイメージが強すぎるわけでありますけ

れども、それから、実態から離れて、封建的なイメージのみが先行している江戸時代といっ

たものの本質を、私はこの岡崎からぜひ発信していきたいと考えています。今、振り返って

考えてみれば、日本人の性格だというふうにいわれているものというのは、この 260 年の泰

平の時代に形づくられた気がいたします。あと、われわれの生活習慣でありますとか、食文

化、それから今もさまざまな、お米だとかお茶だとか、いろんなものがきちんと確立されて

おるわけでございます。そうしたさまざまな文化というものが本当の意味で熟成されて確

立されていったのは、江戸時代の平和な時代があったからではないかと思うわけでありま

す。それから、もう一つ思いますのは、最近、明治維新がキーになっておりますけれども、

明治維新というものだけを捉えても、あの短期間でなぜ日本だけが急きょ近代国家を成立

することができたか。それはやはり江戸時代という時代の中で、一部の特権階級だけではな

くて、もう日本人の 90 パーセント以上がとにかく識字率、読み書きができるということで、

そういった素地を作っておったから明治維新があるんですね。短期間において、国民全体で

近代国家をつくるというふうにまい進できたのではないかと、こういうふうに思っており

ます。そういったこともしっかりとアピールしていきたいと思っています。

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

て、事業全体を、『新世紀岡崎飛躍祭』、100 歳、飛躍祭の『ひやく』を掛けておりますけれ

ども、と名付けまして、記念事業を展開してまいりたいと思っております。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７月２日と３日には市

民や子どもを対象とした『おかざき・100年祭』を開催いたします。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に、企業の協力によります 1,000 本の桜の苗木を生か

した『岡崎さくら 100 年プロジェクト』や、全小学校ごとの地域の魅力をまとめた『おかざ

きまちものがたり作成事業』など、単なる一過性の祭典ではなく、これまでの岡崎の歴史を

振り返って、将来のまちづくりにつながっていくような事業を行っていきたい。このように
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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、今年の 3 月末に、愛知県の河川事業としては初めての国土交通

省の『かわまちづくり支援事業』の登録認定を受けることになりました。そして、これが一

番肝心ですけれども、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、

これも全国異例の、私どもの要求通りの満額交付を受けることができまして、順調なスター

トを切ることができたと思います。これを含めれば、国と県からのお墨付きを頂いたような

ものであります。

主な事業といたしましては、殿橋と明代橋のライトアップをはじめといたしまして、仮称

になりますけれども、乙川の人道橋の新設、人道橋の北側に位置します籠田公園から出てき

たところの中央緑道を、人道橋の連続した幅 16 メートルの歩行者空間。これも仮称ですけ

れども、乙川セントラルアベニューとして再整備したいというふうに考えております。平成

29 年度末完成予定のこの人道橋は、24 日の土曜日には工事の安全祈願祭を無事執り行いま

して、いよいよ本格的に工事に着手したことになります。そして、このセントラルアベニュ

ーには、当初、殿橋の所に置きたいと言っておったんですが、県が殿橋を新しくすることが

できないというお返事でございましたので、今回、人道橋を作りまして、そのセントラルア

ベニューに岡崎の石工業の PRと共に、郷土の歴史を子どもたちにも理解してほしい。そん

な願いを込めて、四天王の石像を設置するわけでございます。先般、デザインも決まりまし

て、来年度のお披露目を目指しまして進めているところでありますけれども、これは単なる

石の立像ではなくて、それぞれの武将がですね、歴史的な、有名な一場面を切り出した躍動

感あふれる石像にしたいというふうに考えております。見ていただいて分かりますとおり、

石だけではなくて金属も使った形で、大変リアルな形で作られています。これは、ヨーロッ

パのまちに行くと、その地域の有名な歴史的な人物が、本当にこういう形でどこに行っても

あるわけであります。あれに負けないようにしたいと、こんなふうに思っているわけであり

ます。また、災害時にはこの人道橋は、表面は額田の木を使いますけど、橋自体は鉄筋コン

クリートでちゃんとしっかり作ってありますので、緊急時には緊急輸送用の車両が通れる

橋としても十分使っていただけます。現在、岡崎の中心地域を、災害時、今、建てる上のほ

うの学区ですと、山の上の梅園小学校まで行かなきゃなりません。それから連尺学区ですよ

ね。伊賀川越えて、かえって危ないんじゃないかと思いますけども、248 沿いの連尺小学校

が避難所となっているわけでありますけれども、このセントラルアベニューは今、大変中心

市街地も高齢化が進んでおりますので、そうした高齢者のかたがたが、遠くまで行かなくて

も身近で避難できる緊急の避難所としてこの橋そしてセントラルアベニュー、籠田公園こ

こをそして緊急の避難所として活用したい。もちろん、そんなことがこないほうが一番いい

んですけども、まさかの場合はそういうふうに使えるようにしたいと思っております。

そして、今回の整備では、乙川の河川敷に下りるための階段やスロープに手すりを設置し

てあり、段差や勾配を入れ改良するなど、また、下りる場所も増やしたいというふうに思っ



5

ております。これは県がやってくれるという事であります。さらに、河川敷には舗装された

遊歩道を整備されるなど、こちらもバリアフリー化というものに配慮しまして、高齢者や体

のご不自由な方でも、誰もが気楽に河川敷に下りることができて、水辺空間を楽しめる環境

を作っていきたいと思っております。私たちが小学校の頃は、乙川なんかももっと遊べる川

だったんですね。小学生の分際でありましたけど、友達と一緒に小遣い出し合って手漕ぎボ

ートに乗ったんですね。釣りに行ったり。泳ぐことはできませんでしたけども、本当に楽し

い遊び場でありました。乙川がこれから市民の楽しみとなる、そんな場所にしたいというふ

うに思っております。

次に、岡崎に来られまし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、岡崎市民のシンボルとなる立派な家康公の像をここに設置したいというふうに

思っております。これは、皆さんも言われたことがあるんじゃないかと思いますけれども、

浜松や静岡に行くと駅前に立派な像があります。岡崎は家康公の生まれ故郷なのに駅前、何

もないじゃないか。本当に何度も言われて悔しい思いをしておりますけれども、これからは

そんなことも言われないようにしたいと思います。今回、すでにライオンズやロータリーの

みなさま方からもご協力の申し入れをいただいて、もう既に寄付いただいている方もあり

ますけれども、子どもや大人まで、市民一人一人の浄財を財源にしまして、この家康像を作

りたいというふうに考えております。その節にはぜひ、皆さまがたにもよろしくご協力をお

願いいたします。また、この家康公のデザインの参考とさせていただくために、このあいだ

実施いたしましたデザインコンクールでは、小学生から大人まで、990 点のご応募をいただ

きまして、今後はそのいただいたアイデアを参考にしながら、デザインでありますとか、大

きさ、費用について、詳細な検討を進めていきたいというふうに考えております。

さらに、今回のリバーフロント計画では、橋を作るだけ、河川敷を整備するだけといった

ハードの整備だけではなくて、河川堤防、堤防を広げて、カフェだとかレストランなどが進

出しやすいような環境や仕組みを作っていって、そこに民間のかたがたに出店していただ

いて、大いにもうけていただく。その結果として、行政にも税金として収益が、こういう形

で、あくまでも民が主体となるような、そんなまちづくりにシフトすることを期待してござ

います。

そこで、先ほど申し上げました『泰平の祈りプロジェクト』や東岡崎駅と岡崎公園を行き

来する観光船の運航や、いわゆる手漕ぎボート・カヌーの営業といったリバーフロント計画

におけるソフト事業については、最初は官が手助けしてやっていくわけでありますけれど

も、これが収益事業として将来的には民間にやっていただくような、こんな方向に持って行

きたいというふうに思っています。そして、このリバーフロント地区の整備に引き続きまし

て、岡崎市内の新しいまちづくりの中に、岡崎市内には、実は名古屋よりも多いと言われる

国の文化財指定の建造物が 13棟もあるわけでありますけど、意外と市民の方も知らないわ

けであります。われわれも自分の地元のことでありながら、ちょっと忘れていたところがご

ざいます。大樹寺をはじめとした家康公の生誕の岡崎城など、歴史的な文化遺産がたくさん
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ございますので、こうしたものを活用したまちづくりのために、国のほうで歴史まちづくり

事業というのがございますので、この認定を目指しておるところであります。

また、近年、大変町中に増加しております空き店舗でありますとか、遊休不動産、また、

工業用地の新しい利活用を考えまして、これをまちの賑わいづくりに使われていく、岡崎版

リノベーションまちづくり。刷新、再構築のまちづくりと言い換えているんですけれども、

こうしたものを推進していくことによりまして、中心市街地はもとより、岡崎市全体の活性

化につなげてまいりたいと考えております。先ほども言いましたように、岡崎市内には各地、

大変すばらしい歴史的な資産があるんですけれども、それが単独でありまして、これをつな

げて観光コースにするということが今までしっかりなされておりませんでした。やっぱり

有名なもの、大事なものといっても、観光バスを止めることができないような所もたくさん

あります。そうしたこともきちんと整備して、観光バスでも回れるような、そんなまちにし

たいというふうに思っています。

こうした新たなまちづくりの実現には、リバーフロント地域におけますソフト事業や新

事業に取り組んでいただくための担い手の方、担い手づくりというものが必要になるわけ

でありまして、実は本日、先ほど、同じ目的で、株式会社まちづくり岡崎の皆さん方と、こ

の方たちはまちづくりに一生懸命頑張っていまして、新しい商売を始める人たちを一堂に

共にこんなものをやったらいいかとか、どうやったらいいか考える人たちなんですけど、こ

の方たちがおいでになりまして、いろいろな話をしたわけですけど、そうした民間の力でも

協力して頑張っていきたいと考えています。

そして、この７月にキックオフフォーラムといたしまして、また、８月には県内外の大学

生さんたちに集まっていただきまして、先ほど申し上げました中央緑道の再生計画であり

ますとか、太陽の城のありました所に空き地がありますけれども、今、岡崎市としては何と

かそれにシティホテルを持ってきたいと思ってるんですけども、そういった空間、道路を使

って、どんなまちづくりをしていったらいいんだろうか。こういった提案のワークショップ

を開催いたしまして、専門的な知識を持っている若い学生さんたちから大変すばらしい新

しい意見をいただくことができたわけであります。ちょうどこの皆さんから見て右側の写

真に、その模型があるんですけども。模型まで作ってくれたんですけども。もし、こんな形

で建物ができてくると、本当にホテルの形を見に来る、勉強するためだけにお客さんが来る

んじゃないかと。今、これだけの岡崎へのお客さんが泊まるのは豊田に泊まったり、安城に

泊まったり、場合によっては蒲郡に泊まったりしているわけですけども、それを逆に、岡崎

に泊まって安城へ用事がある、豊田へ用事があるというふうにしたいというふうに思って

いるわけであります。

今後もテーマを絞って、さまざまなワークショップなど、市民の皆さまがたと意見交換を

する場を多く設けまして、皆さまと共にリバーフロント地区の具体的な活用や、まちの課題

などについて考える事業に反映していきたいというふうに考えております。これまでも個

別的な活性化対策、東岡崎駅前再開発、そういうのは個別では行われたことがあります。し
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かし、今回のように、東岡崎駅前の再開発と、乙川、お城の活用、あとは中心市街地の再開

発、そうしたものをトータルに、総合的に考えてやっていこうというのは今回、初めてであ

るわけであります。こうした政策というものは総合的にやってこそ、初めて効果が出るので

はないかと、このようにも考えています。

今回の取り組みによりまして、私が常々申しております、観光に必要な四つの要素。これ

は、まず第一に観光地というのは、どこに行ってもおいしい食べ物があるわけでありますけ

れども、岡崎はちょっとこれが、岡崎の食べ物で皆さん、スッと頭に浮かぶものがないわけ

でありまして、まあ、まぜ麺がありますが、岡崎における有名な食べ物。これをぜひ作りた

いと思います。それから、観光地はどこに行っても、さまざまな面白いお土産があるわけで

すけど、これも、岡崎ならではのお土産というものを市民の皆さまと共に知恵を出し合って

考えていきたいと思います。

それから３番目は、公共は一生懸命頑張って骨格を作ります。ハードは一生懸命やります。

だけど、それを本当に生きたものにしていくかどうかというのは、やっぱり民間の方がたの

力が不可欠です。そして、公共はちゃんとやりますけど、民間でも、地域のお祭りでありま

すとかイベントを、民間主催のものでぜひ考えてほしい。それから、民間の施設によるもの

も大変まちづくりに重要となってまいりますので、ぜひご協力いただきたいと思います。

そして４番目。これは観光地としてはとても必要なことなんですけど、岡崎ってこんなに

楽しい所なんだ。こんなに親切なんだ。岡崎ならではのサービスを市民の皆さまと共に考え

ていきたいなと、このように思っていますので、まずはよろしくお願いいたします。そうし

た四つがそろっていかないと、なかなかこの観光産業というものは、実ったものにはならな

いというふうに思っています。そして、この観光というのは、どうもこの観光の仕事に関わ

った人たちだけがもうかるように言われてしまいますけど、決してそんなことはありませ

ん。こんな波及効果の大きい産業というのはありません。食べ物もそうであります。それか

ら、先ほどいったお土産もそうです。パンフレットを作る印刷業もそうであります。さまざ

まなところに波及いたしますので、これを使って町全体を活性化したいというふうにも考

えていますので、よろしくお願いいたします。

以上、今日は市政の動きの一端をご説明申し上げましたけれども、時間の都合でリバーフ

ロントに特化したような形になってしまいましたけれども、今後も岡崎市政の基本であり

ます福祉から医療、防災や教育といった問題につきましても、引き続きしっかりと取り組み

ながら、このまちに生まれた子どもたちが、このふるさと岡崎に対しまして、今まで以上の

愛着、心の安定、そんな夢のある次の新しい岡崎づくりに向けまして頑張っていきたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。これからあと２、３年しますと、皆

さま方ご自身の目で見ていただいて、明らかに岡崎が変わった。こういうふうに言っていた

だけると私は確信しております。どうか皆さま方もそのことをご期待いただきますと共に、

一層のご協力をお願い申し上げまして、今日の私のお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。前の席にお願いいたします。それでは、民生委員児童委

員協議会のご紹介と要望提案をお願いいたします。

民生委員児童委員協議会会長－ それでは、民生委員児童委員の紹介をさせていただきま

す。民生委員は、任期でございますが、３年でございまして、現任期、平成 25 年の 12 月１

日から 28 年の 11 月 30 日でございます。委員の定数につきましては、543 名に対しまして

委嘱委員数、現在 533 名でございます。また、本日、私たち民生委員として出席しておりま

すのは、各地区会長、副会長、また主任児童委員の連絡会役員およびブロック長でございま

して、総数 109 名、今日、出席予定でございます。どうか、よろしくお願いいたします。

それから、２点目でございますが、先ほど市長さんのほうから市の 100 周年のお話がござ

いました。私たち、民生委員児童委員協議会としてももちろん、100 周年についてはいろい

ろな面で協力をしていきたいと思いますし、また、平成 29 年の５月には、民生委員制度創

設 100 周年を迎えます。再来年でございますので、再来年に向けたその準備を私たちも勧め

てまいりたいと思いますので、皆さま方のご協力をぜひお願いいたしまして、紹介とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

司会－ それでは引き続きまして、ご要望もよろしくお願いいたします。

民生委員児童委員協議会会長－ それでは、要望の内容でございます。１点目でございます

が、民生委員児童委員の選任について質問させていただきます。来年 12 月、民生委員児童

委員の３年ごとの更新を迎えることとなります。前回、平成 25 年度の一斉更新では、60 歳

以上の民生委員は全体の７割を占め、また、新任および３年経過の委員の方が 58パーセン

トであり、民生委員の高齢化と経験年数の減少、そして民生委員を承諾する人が見つからな

いということが課題となっております。このことにつきまして、市の考えをお聞かせいただ

きたいと思います。以上で質問を終わります。

司会－ ありがとうございました。それでは、回答についてお願いいたします。

市長－ まず、常日頃、大変市政運営に対しまして、皆さまにお世話になっておりますこと

を改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。それでは、ただ今、ご質問がございま

した民生委員児童委員の選任につきましてお答え申し上げたいと思います。民生委員児童

委員の新任者の選任に当たりましては、現行の選任要領におきましては、地域を代表する民

生委員児童委員の年齢要件といたしまして、これらの 65 歳未満ということになっているも

のであります。しかし、地域の事情によりましてやむを得ないと認められる場合は、65 歳

以上の方も選任しておるわけでございます。誠に、そういったことでご無理を掛けるケース
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が多くございます。大変申し訳ないと思います。また、主任児童委員につきましては 55歳

未満でして、こちらもやむを得ないと認められる場合は、55 歳以上の方も選任できること

になっております。

しかしながら、昨今、年金の受給開始年齢の引き上げでありますとか、雇用形態の変化か

ら、60 歳以上の方も継続してお勤めする方が増加してきたことから、民生委員児童委員の

引き受け手が簡単に見つからない。こういったこともお聞きしているわけであります。そう

いったことでありますが、民生委員児童委員の年齢要件というものは、自治体の実情により

まして、これは弾力的に定めることが可能であるということでありますので、来年度の一斉

改正に向けまして、年齢要件の緩和を含めた見直しというものも考えていきたいと考えて

いますので、どうぞよろしくお願いいただきたいと思います。市からは以上であります。

司会－ 今の回答よろしかったでしょうか。ありがとうございました。それでは引き続き、

要望提案をよろしくお願いいたします。

高齢者福祉部会会長－ 高齢者福祉部では、高齢者に関することを専門に研修会等行って

いるわけでありますけれども、従いまして、高齢者福祉に関しまして要望させていただきた

いと思います。現在、各地区において民生委員や福祉委員の人たちが地区でいろいろな『い

きいき健康クラブ』、あるいは茶道、華道というようなことをやっておるわけなんですけど

も、どうしても支援者が足らないということが非常に大変になっているわけです。そういう

ことにつきまして、市のほうのお考えをお伺いしたいというふうに思います。よろしくお願

いいたします。

司会－ ありがとうございます。それでは回答を部長、お願いいたします。

福祉部長－ 各地区におきまして、民生委員さんですとか、学区福祉委員会の皆さんで中心

になりまして、高齢者のかたがたに支援しております訪問活動ですとか、サロン活動等、一

人暮らし高齢者の方にとっては、地域に出て孤立をしないという、見守りということについ

ては、大変有意義な効果のあるものだということも承知しておりますので、大変感謝をして

おるところでございます。この活動に対しまして、ただ今、支援者、お手伝いする方がいて

くれたら助かるなというお話だと思います。地域の福祉団体、民生委員さんですとか、学区

福祉委員会さんだけでは難しいというのも承知しておりますので、この活動の必要性とい

うものを地域全体に広げていって、市のほうからもこういう活動を皆さんがやっているよ、

こんな効果があるよ、皆さんのご家族の方へも将来心配のある方がみえるでしょ。お手伝い、

みんなで地域を盛り上げていきましょうねというようなふうに、地域に理解を市のほうか

らも求めていきたいと。それによって皆さんのほうはおまとめ役をいただくということで

進めていきたい、いけたらなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
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司会－ よろしかったでしょうか。ありがとうございます。それでは、次の要望提案をお願

いいたします。

児童福祉部会会長－ 児童福祉部会では、子どもの福祉あるいは母子の福祉等に関して、あ

るいは地域の児童委員と主任児童委員の連携等に関することを重点にしまして研修会をし

たり、あるいは諸活動を進めてまいってきています。ここでは、児童福祉に関することにつ

いてご質問させていただきます。各地区において、０歳から５歳の幼児を対象としまして、

子育てサロンを開催しております。この活動は、地域とのつながりを深め、少子化対策の一

部を担っていると私どもは自負しておるところでございます。ただし、このサロンを運営す

るに当たって、活動費用の捻出に大変苦慮しております。このことについて、市の考えを聞

かせてください。また、ここの少子化対策について、当市がどのような方策を採られるか、

この辺りも教えていただきたいと思います。

以上２点、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、市長、お願いいたします。

市長－ まずは私のほうから、活動費の現状につきまして、お話し申し上げたいと思います。

各地区で民生委員児童委員が開催しておみえになります子育てサロンの開催経費の財源は、

岡崎市の民生委員児童委員協議会から交付される地区子育て支援活動費や、学区福祉委員

会等からの活動費が当てられているところであります。このような活動費も、私がお聞きし

ている範囲でも、十分に確保ができないということで聞いています。各地区の民生委員児童

委員協議会からも、経費を補填している場合があるというふうにも聞いております。子育て

サロンの活動は、未就園児の保護者のふれあいの場となり、本市が取り組んでおります少子

化対策にご協力いただくものでありまして、地区民生員児童委員協議会活動費の対象とし

まして、何とか、これ、お金を工面いたしまして、補助金を増額するということを内部で検

討していっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

こども部長－ ２点目のおたずねの、本市の今後の少子化対策ということについて、こども

部長からご説明をさせていただきたいと思います。皆さんもご承知のように、国のほうも新

たな三本の矢ということで、夢をつむぐ子育て支援というようなことを考えていただいて

おるわけでございますが、本市におきましても、今年の３月に岡崎市子ども子育て支援事業

計画といたしまして、皆さまがたのお手元にも、先の会議等を通じまして、こういった概要

のほうを配布をさせていただきまして、『おかざきっ子 育ちプラン』というようなことで、

本日、お手元にはないんですが、先の会議で概要版をお示ししているんですが。それから、

プランを策定いたしまして、誰もが安心して子どもを産み、子育てに夢や希望を持つことが
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できる社会の実現を目指しまして、子どもと子育て家庭の目線に立ちまして子どもの育ち

を重視する環境整備、計画的に取り組んでおるところでございます。その主なものといたし

まして、皆さまがたには就業・就労所ですね。そういったものでいろいろご尽力いただいて

おるわけでございますが、保育定員や延長保育、あるいは一時保育の実施園の拡充、地域子

育て支援拠点事業や、児童の健やかな育ちを支えます放課後児童健全育成事業、そして乳児

家庭全戸訪問事業。これまた、皆さんのご理解とご協力で進めておるわけでございますが、

いわゆる『こんにちは赤ちゃん訪問』などがございます。また、今年７月から新たな取り組

みといたしまして、妊娠中等の大変不安な時期にご家族からの支援が受けられない方に、産

前産後ホームヘルプサービスといった事業を開始したところでございます。これらの少子

化対策につきましては、子どもと子育て家庭に満足していただけます子育てサービスを充

実していくことが何よりも重要と考えておりまして、今後はさらに、出会い、結婚への支援、

あるいは孤独で不安な子育てにしないよう、きめ細やかな情報発信や地域子育て支援団体

のネットワークの強化、あるいは、働き方の意識改革など、子育て世代のワークライフバラ

ンスが実現できますよう、あるいは、皆さまがたが地域で取り組んでいただいております子

育てサロンを始め、われわれ行政、あるいは事業主の方のご理解、住民の方と三位一体とな

りまして、社会全体で子どもと子育て家庭を支える一層の取り組みや意識啓発の充実に努

めてまいりたいと考えております。以上でございます。

司会－ よろしかったでしょうか。

児童福祉部会会長－よろしくお願いします。ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。それでは次の要望提案をお願いいたします。

地域福祉部会会長－ よろしくお願いいたします。地域福祉部では、生涯福祉に関すること、

生活困窮者の支援に関すること、地域福祉の推進に関することを専門に研修会を開催する

など、活動しています。これに関連して質問させていただきます。

民生委員児童委員は、地域福祉の担い手として、子どもからお年寄りまで、市民全般の生

活に関係しています。その中で、悪質商法や振り込め詐欺、また、新しく始まりますマイナ

ンバー制度を語る詐欺などの未然防止、交通安全の呼びかけにも関わることがあります。具

体的な事例や対策について、知識が追い付かないことに苦慮しております。このことにつき

まして、市のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

司会－ ありがとうございます。それでは、お願いいたします。

福祉部長－ まずもって、民生委員さんの皆さまがたには、昔から本当の地域の全ての人々
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と協力し、明朗で健全な地域社会づくりに務めますという民生委員の信条にもありますよ

うに、これをするためには本当に大変なんですよね。私どもからお願いしていること、民生

委員さんから自発的に活動していただいていることをつらつらと見てみましたら、先ほど

出ていました『こんにちは赤ちゃん運動』。それから、一人暮らしの高齢者の訪問調査。赤

い羽根の共同募金もありましたね。それから、敬老の祝い金もご苦労を掛けていると思いま

す。それと、先ほどではサロン活動等々がまた出てまいります。それと、今おっしゃられた

詐欺の問題にも民生委員さんが関わりを持っていただいてはじめているということであり

ます。その詐欺等、交通安全等につきまして、市ですとか、岡崎警察署とかからいろんな情

報が載っていますし、入ってきます。それらを一部の民生委員さんですとか、あと、一番被

害の多いのは高齢者の方、詐欺ですと高齢者の方が多いものですから、老人クラブのかたが

た等には情報としてお願いしますし、警察のほうにお願いすると、警察の専門の人が数名の

場合もありますし、または資料を持ちながら、こんなような手口が今ありますというような

のを、面白おかしいというのではないですけど、紹介してもらえますので、そんなようなも

のも活用しながらしていきたいと思いますので、何か地域ですとか、民生委員さんの全体の

会でそういうのを勧めるというのであれば、ご一報いただければ私どものほうからそれな

りの人員を、もしくは警察のほうからのご協力もお願いして、最新の手口と対策という場を

設けるように進めておりますのでお願いします。それでなければ、こういうようなのやりた

いよ、というのがありましたら、市のほうでも出前講座というように、簡単に紙 1 枚で申し

込んでいただきますと、指定の勉強会みたいなのをやることができますので、それもご利用

いただけたらなと思っております。何か他にこんなようなものがあったら、民生員活動もも

っとうまくいくし、楽になるって言っちゃ、差し支えあるかもしれませんけど、民生委員さ

んも自分で勉強して、いろんなのに手掛けていくのではとても大変だと思いますので、私ど

も行政なり警察等々、使えるところは使いながら情報を得ていただけたらなと。引き続き長

く地域の見守りをお願いいただきたいと思っております。以上でございます。

司会－ よろしかったでしょうか。

地域福祉部会会長－ありがとうございます。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、最後の要望提案をよろしくお願いします。

羽根地区代表者－ 今年の６月６日ですけれども、中日新聞の県内版を読んでいましたら、

日本創生会議というところが主催いたしました「医療介護余力レベル」、いわゆる受け入れ

能力ですけれども、岡崎市は 2,040 年に全国最低レベルとなる見通しですということが一

つ、書いてありました。もう一つ、特別養護老人ホームの待機者が 2,000 人以上もいるとい

う。2,000 人ですね。という記事もありました。これは愛知県内では名古屋市に次ぐ２番目



13

だということが書いてありまして、それほど多くの人が待機しているんだなと驚きました。

2,040 年というのは 25 年先ですから、そんな先のことじゃなくて、現状について市の考え

を教えていただきたいと思います。

司会－ ありがとうございます。

福祉部長－ ご心配をお掛けして申し訳ありません。先にお詫びしちゃいます。今年の６月

に日本創生会議が出した資料ですと、まずこれからご説明申し上げますと、現在の高齢化率

の状況で、特別養護老人ホームですとか、老人福祉施設とか、介護の施設などですね。その

数のままで、あと 25 年後の高齢化を迎えていたら、その地域はどうなるでしょうというの

が日本創生会議が出した数値で、これにつきましては、岡崎、豊田、刈谷など西三河地区が、

最下位じゃないですね。下から１、２、３を争うのかということ。これは何かといいますと、

西三河地区、高齢化率が今から上がってきますよ。まだ。25 年後まで徐々にではあります

が上がってきますよ。施設がそのままの数であれば、高齢者数がうんと増えちゃいますので、

高齢者の１ベッド当たり高齢者数が何人おるかというのが非常に高くなっちゃうので、最

下位レベルだ。逆に、東京が顕著なんですけど、今、東京圏域ですか、関東圏域では高齢化

がトップにいっています。北海道等々、地域のほうも高齢化が今トップの状態にあって、そ

こから徐々に減ってくるという地域におきましては、25 年たつと高齢者数の割合が減って

きますので、優良地域というのがこの日本創生会議が出したところでございます。

じゃあ、どうするんだということでございますが、岡崎市の場合、岡崎市老人福祉計画、

介護保険事業計画というところで、３年間で約 100 床ずつの特別養護老人ホームを現在計

画して、作成しております。これは１個で 100 床というのではなくて、小規模と特別養護老

人ホーム入れて、各地域につくったほうがいいよねということで、1 施設が 29 人の老人ホ

ームです。ですので、もう皆さまの地域にもちょこちょこ出てきているのではないかなと。

大規模特養と合わせて、小規模の特別養護老人ホームが出てきているんではないかなと思

いますので、ご心配いただきましたけど、大丈夫だと思っていますので、よろしくお願いし

ます。現在の特別養護老人ホームのベッド数ですけど、現状では 1,010 のベッド数というこ

とになっています。平成 29 年度末には 145。実勢からいいますと 145 のベッドを増やす計

画になっております。平均で 3,000～3,100 という目安を立てておりますけど、今はちょっ

と高齢化率の伸びが強いところなので、ちょっと多めにということで整備を進めておりま

す。

それともう１点、特別養護老人ホームの待機者の件についてお話しします。まず、特別養

護老人ホームは介護保険法の中の施設ということで、基本的には要介護３以上の方という

ふうに国からは、今年からそうしなさいと言われていますけれど、岡崎については、要介護

3 でなくても、家庭的な事情、要は、ちょっと軽い人でも、うちで介護する人が難しい、も

しくは、費用面を、介護保険を使っても一応何らかの自己負担は出ますので、普通の老人ホ
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ーム、有料老人ホームに行くだけの費用がちょっと難しいよねという方たちのためには、こ

の特別養護老人ホーム、比較的安い安価なものですので、そういう方も理由があればオッケ

ーというふうに進んでおります。それでも、それでもって言ったら変ですね。その特別養護

老人ホームで介護保険の皆さんからの税金と自己負担とを合わせて、1人が 1 年間特別養護

老人ホームで過ごしますと、約 400 万。1日が 1 万円ぐらいですかね。食事も合わせて。そ

れを介護保険のほうに転嫁ということになりますので、介護保険料が上がってしまう。いろ

いろなサービスについての調査を進めるときにアンケートを採りますと、まだ介護保険に

用のないような、縁遠い世代ですと、サービスはほどほどにでもいいけど、介護保険料をお

さえてほしいという回答で、もう他方、高齢者を抱えている方、体の不自由な方を抱えてい

る方を見ますと、保険料は上げてもいいのでサービスを充実してくれという回答。じゃあ、

どっちを優先していったらいいんだというところで、専門家のかたがたともお話をさせて

もらっているんですけど、最大公約数のところ、一応、一番どちらから見てもここら辺まで

なら譲歩できるであるだろうというところを目途にします。じゃあ、そこがどんなものなん

だというのは難しいんですけど、３年にいっぺんずつ、その介護保険の事業計画の中で計画

します。その計画の中で、この３年間では、先ほど申しました 145 の特別養護老人ホームを

増やしていこうというふうになったわけです。でも、このままずっと同じような右肩上がり

で増やしていきますと、施設はあっても、今度は入る高齢者がいずれなくなるところがきま

すので、整備はそこを見据えていくということで、これは適正な整備をしていきましょうと。

もう１点、待機者のことをお話になりましたけど、特別養護老人ホームで一番人気のある

所ですと、700人ぐらいが待機者で待っている所があります。そういう所に、どうですかね

という話を聞きますと、700 人待機者がいる。お亡くなりになったり、もしくは入院したり、

ご家庭に戻られる方って少ないんですけど、要はベットが空きました。じゃあ、次の人をご

案内しますよといって電話をかけたときに、「お願いします」と言って入ってみえられる方

は、５人から７人に１人なんです。ですから、2,000 人単位近くといっても、現実はもっと

少ないだろうということで、各特別養護老人ホームでは認識をしているわけです。じゃあ、

なぜこんなふうになるかといいますと、昔は特別養護老人ホーム入るのに措置といって、市

役所のほうに申し込んでいただいて、私どものほうで判定して、次のどこの施設さんねって

いって、入る必要のある人、または入りたい人を順番にご案内していたのに対しまして、介

護保険制度ができてきた段階で、それが契約というふうになったんです。私ども、自治体は

タッチするな。事業者と利用者の契約で行います。となると、どういう状態になるかという

と、今は必要ないけど、将来、特別養護老人ホーム、安い老人ホームに入りたいから予約を

しておこう、という方が多いようです。施設のほうからは、何回か電話せにゃいかんし、次

の人を見つけるのもなかなか難しい状態なので、市でそこら辺を管理してもらえないかと

いう話が特別養護老人ホームの事業者からは出ておりますが、申し訳ありません、現在はそ

れをやると法律違反になっちゃいますので、よろしくお願いしますって言って、施設のほう

にお願いしている状況なんです。うまい自治体って言っちゃいかんですけど、PR のうまい



15

自治体になりますと、その予備の人。取りあえず、申し込んでいる人たちは外すんですね。

すぐ必要である、順番が来たらすぐ入りたい人が何人いますかっていって発表すると、岡崎

でも多分 200 前後になるんだろうという施設とのお話です。ただ、岡崎は昔からそうですけ

ど、正直ですので。私も含めて。嘘はいいことありませんので、何人申し込んでいますから、

何人待機者がいます。これは保育園も、何人いますかっていったら生の数字を言いますので、

2,000 というのが出てしまうということで、どこか他の自治体に行って「岡崎大変だね」と

言われたら、そっとサポートしてるんだ。大手を振って言っちゃいますと、そこの自治体の

沽券にかかわるかもしれませんので、そっとサポートして、引き続き高齢者の見守りもよろ

しくお願いします。以上でございます。

司会－ 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、事前にいただいて

いるご要望は以上でございます。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でお願いいたします。それでは、よろし

くお願いいたします。

市民Ａ－ 先ほどの５項目に関しましては、前向きの回答をいただきましてありがとうご

ざいました。その中の３番目のほうで、子育てサロンの開催という、これは子どもに関する

ことでございますけれども、もう少しこの少子化対策といって、本市のこの取り組み状況を

教えていただきたいというふうに考えておったわけですけど、先ほど部長のほうからお話

がありましたように、今現在、費用そのものに関しましては試算をしております。大体どの

ぐらい。言い方、悪いですけども、各 37 サークルありますけど、そのところの部分的なと

ころについては、ある程度実費を、その担当者そのものが出しておるときもありますけど、

これはまだ現在、実際、算出をしておる最中でございます。皆さま方のサークルの中で、ど

のぐらい実際、そういったものが出ておるのかと。行事内容と、それから、どのぐらいコス

ト的に１年マイナスになっているんだと。今、これを試算中でございます。ですからこれ、

来年度はこの辺をもう少し整理して出していきたいなというふうに思っています。

それからもう一つ、この件につきましての、例えば、これが少子化対策ということですか

ら、当然、この出生率というのが絡んでくるかと思うんですよね。岡崎の場合、ちょっと数

字をはじき出してみたんですけども、岡崎市の場合、全国の数字と比べると、平成の 20年

からでございますけれども、全国的には 1.37。それから、岡崎市の場合は 1.57 ということ

で、２ポイント高いということでございます。あと、21 年から 25年、ずっと調べましても、

大体 0.2 ポイントから 0.24 ポイント高いです。ですから、この辺は確かに、25 年度の場合

を見てみますと、全国的なものにつきましては 1.43 ということでありますけれども、岡崎

市の場合は 1.67 といったことで、0.24ポイント高くなっています。これは実際、ちょっと

言い方おかしいですけども、海外のものと比べるとまだまだ出生率というのは低いわけで
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す。ここ最近、新聞紙上辺りで見ますと、スウェーデンですとか、フランスですね。この辺

は出生率が２というふうな数字が出ております。ですから、その辺までいくと、世の中かな

り。努力的なものが大変ですけれども。その他に外国の場合ですと、育児休業ですとか、そ

れから児童手当。こういったものが手厚く対応しておるといったことで、割合、少子化その

ものをアップしていくためには、プラス的な要素が多いのではなかろうかと。そういうふう

に思います。ですから、この辺、もう少し、出生率の関係をやっぱりアップさせていくとい

うものに関しましては、やはり第 1 子が生まれたらこのぐらいの額を出すだとか、第２子が

生まれたらこのぐらいだとか、第３子以上になればこのぐらいだとかいうような、具体的な

ある程度のもので指標的なものがあると、割合そういった少子化対策というものに結び付

くのではなかろうかなというふうに思います。以上です。失礼しました。

司会－ ありがとうございます。

こども部長－ いろいろ貴重なご意見いただきましたが、今、おっしゃっていただいたよう

な、いわゆる多子世帯への保育料とか、あるいは幼稚園のそういった軽減につきましては、

一子目は所得に応じておりますけれども、二子目は例えば２分の 1 にするとか、あるいは３

子目以降半額、いろいろ条件あります。条件ありますけれども、そういったことは国と一緒

になりながら、岡崎市は公私、公立、私立、あるいは保育園、幼稚園、格差ないように、そ

ういった負担割合のことはやらせていただいております。

それからあと、1 件目で、子育てサークルを、実績をいろいろ試算していくというような

こともございましたが、今でもこども部の、例えば保育課の看護師とか栄養士を講師として

出させていただいておりますものですから、そういったお金の掛からない職員を活用して

いただいて、子育てサロンをしていただいて、やっぱり親御さんの不安を取り除いていただ

くだとか、そういったことも、また今後ますます一層活用していただきながら、何とか国と

一緒になりながら。先ほども申し上げましたが、育児休業の取得についても、事業主の方が

ご理解いただかないと、なかなかお母さんだけでは。やっぱりお父さんが保育園に迎えに行

くだとか、そういった会社もやっぱり多くなってこないと、お母さんだけでやっぱり子育て

はできないということは私ども、思っておりますものですから、行政だけじゃなくて、先ほ

ど申し上げましたような、三位一体となってというんですか、そういったことで PR をしな

がら、あるいは皆さま方の当然ご理解、ご協力をいただきながら、何とか先ほど言っていた

だいたように、本市は他市に比べてまだまだ出生率が低くはないわけでございますもので

すから、そういったことで市長がいろいろ先ほどご紹介したようなまちづくりをしていく

わけでございますが、やっぱり郷土愛を持って子育てができるような環境整備にわれわれ

も尽力してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上でございます。

司会－ ありがとうございました。それでは、その他、ご意見ある方がいらっしゃいました
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ら、挙手のほう、よろしくお願いいたします。それでは、ご質問のほうも尽きたようでござ

います。最後に内田市長から、一言ごあいさつ、よろしくお願いいたします。

市長－ 改めめまして、今日は本当に皆さま、お忙しい中、ありがとうございました。本日

は私のほうからさまざまな説明をさせていただく、そしてまた、皆さまがたが常日頃抱えて

おります問題を私どもにぶつけていただく。こういった機会になったわけでありますけれ

ども、十分なお答えができたことばかりではないと思います。しかし、今日は皆さま方のそ

うした生の声を聞かせていただき、そして、私どもの専門のものがそれをきちんと把握した

ということでございますので、すぐ解決できるもの、しばらく時間のかかること、お金の少

し掛かる問題。すぐできないものもあると思いますけれども、私どもはしっかりそれを認識

しているということだけは理解をいただければと思います。また今後共、皆さま方が活動し

ていただく中で、さまざまな困りごと、発見したこともあると思いますけれども、ちょっと

でも市のほうにぶつけていただきたいと思います。私ども、これからよりよい岡崎のために

頑張っていきたいと思いますので、どうぞこれからもお力添えいただきますことをお願い

申し上げまして、このお礼とごあいさつに代えさ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。また来年もよろしくお願いいたします。


