
平成２８年度市民対話集会会議録

日 時：平成 28 年４月 19 日（火）10 時 00 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：岡崎市老人クラブ連合会

（はつらつクラブ岡崎） 47 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－ 皆さん、こんにちは。市長の内田康宏でございます。はつらつクラブ岡崎の皆さま

がたにおかれましては、大変、ご多用の中、本日、市民対話集会のご出席を賜りまして、誠

にありがとうございます。これは、これまで３年半にわたり対話集会をして、30 数回やっ

てきた一連の流れに沿った最新のものでございますので、どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。

皆さんがたには、日頃から地域興しの向上に積極的に取り組んでいただいておりまして、

誠に感謝申し上げるものであります。また市政全般に当たりましても深いご理解と多大な

るご協力をいただいておりますことも厚く御礼を申し上げる次第であります。

また 220クラブ、総勢 2万人以上の会員の皆さまがた、力を合わせて、それぞれの地域で

『生きがいづくり』と『健康づくり』や『友愛訪問』、『見守りパトロール』等、安心安全の

ためのまちづくりにも大いに貢献していただいておりますことに心から感謝をしているも

のであります。

本市におきましては、平成 26 年度に策定いたしました『第 6 期老人福祉計画』に基づき

まして高齢者の皆さまがたが、それぞれ住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らしてい

ただけることができるように地域包括ケアシステムの推進をしておるところであります。

そのためには介護予防の充実や地域での見守り、支え合いのネットワークづくり等、老人

クラブの皆さまがたの活動が、今後、ますます重要なものとなってまいります。

一方で岡崎市としましては、市民病院西棟や救命救急センターの整備をはじめとしまし

て、先ほどの映像にもありましたように南部地域への藤田学園、総合病院誘致等、医療関係

の充実に努めております。

この藤田学園の件に関しましては、私の選挙の公約として掲げたものでございますけど、

これほど早く案件が進んでくるとは思っていなかったわけでございますけれども、ぜひ、い

い所を造りたいと思っております。

また現在、熊本におきましては、地震によります甚大な被害が発生しておるところであり

まして、亡くなられたかたがたに対しまして謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災され

たかたがたには、心からお見舞いを申し上げたいと思っております。

一方、この地域におきましても南海トラフ地震の発生が懸念されておりまして、「東海大

地震」という言い方をすれば、私が大学生の頃から、いつ起きてもおかしくない。こういっ

たことが言われておったものでございまして、岡崎市といたしましても事前の備えと被害

を最小限に抑えるための政策というものを、ただ今、進めておるところであります。

しかし、命を守るためには、皆さまがたお一人おひとりが、日頃、備えているのが、一番

重要ではないかと思っておるわけでございます。今一度、それぞれのおうちの中の家具の固

定でありますとか、それからご家族の方のための３日分ぐらいの食糧の確保、それから家族

との連絡方法や避難する場合の場所の確認等も一度お願いしたいと思っております。
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また地域の防災訓練は、それぞれの地域の特性に合わせた実践的な訓練を行っておりま

すので、こちらにもぜひご参加いただき、日頃の備えの一部としていただきたいと思ってお

ります。

さて、岡崎市は、本年、市制施行 100 周年という、歴史的にも大変、大きな節目の年を迎

えておるわけであります。新しい時代を迎える岡崎のさらなる活性化につながりますよう、

各種イベントを、この 1年を『新世紀岡崎 飛躍祭』と銘打って、さまざまな事業を計画し

ているところであります。

去る４月 10 日の家康行列におきましては、100 周年を記念いたしまして、徳川家康公役

には、時代劇の看板俳優であります里見浩太朗さん、そして、1 日警察署長には菊川怜さん

をお招きいたしまして開催しましたところ、おかげさまで当日は天気にも恵まれまして、過

去最高の 46万人を超える多くの観客のかたがたにお越しいただきまして、大変、素晴らし

い行列となったわけであります。また、これから迎える花火大会や秋まつりにつきましても

100 周年にふさわしいイベントとなるよう準備を進めておるところでありますので、ぜひ、

ご期待いただきたいと思います。

また、ただ今、全小学区ごとの地域の魅力を 1冊の本にまとめる『おかざきまちものがた

り作成事業』につきましては、各地域の総代さんを中心に編集を行っていただいておりまし

て、皆さまがたの中にもご協力をいただける方が多くだと思うわけでございまして、あらた

めて感謝を申し上げます。

先日、ある学区の原稿を一部見せていただきましたけども、大変、素晴らしい傑作であり

まして、この事業は現在の岡崎とそれぞれの地域の姿というものを、これから 100 年先、さ

らには、その先の世代にも築いていくためにも、大変、重要な事業であります。

今の私たちから見てもそれほど物珍しい感じじゃないことでも、これから 100年先、その

先になりますと、大変、貴重な資料になると思いますので、ぜひ張りきって来年 1 月の発行

に向けて、引き続きご協力をお願いしたいと思っておるところであります。

そして、この 100 周年を契機としまして、誰もが住んでみたい、また来てみたい、訪れて

みたいと思っていただけるような『魅力あるまちづくり』をこれからも積極的に進めてまい

る覚悟であります。

まず現在、改修中の市民会館についてでありますけれども、本年 10月リニューアルオー

プンの予定でありまして、今回の改修では敷地の段差を減らして、問題とされておりました

空調ですとか、舞台の狭さ、観客席も、これ、一新いたしますので、新築に近い出来栄えと

なると思っております。

また完成後には、今回、私は出ませんけれども、市民参加によります吉本新喜劇の公演で

ありますとか、『なんでも鑑定団』、そして NHK の『のど自慢』、『民謡の祭典』等も開催が既

に決定しております。引き続き文化芸術の拠点として、市民の皆さまが親しめる施設になる

ことをご理解いただいております。
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また、これ、「なんで改修で新築せんかったんだ」と、時々おられますけれども、私、選

挙のときに無駄な箱物行政からの脱却ということをうたっておりますし、そして、またどう

も日本っていうのは、古い建物、古くなると壊しちゃって、新しいものを造ればいいという

考え方が多いようでありますけれども、ヨーロッパ、アメリカに行ってきますと、昔からの

古い建物も大切にして、その都市の看板、ランドマークになるような建物として、大事に残

しておるところがあるわけでありまして、私は市民会館、できれば岡崎のそんなランドマー

クになるよう、こんなふうに思いがあるのであります。

それでは、乙川リバーフロント計画についてでありますけれども、これは決して私が酔狂

に単なる思い付きで始めた事業ではなくて、これまでの長年の市政の課題でもありました

『乙川の水辺空間の活用』でありますとか、『東岡崎駅前の再開発』、こういったものに加え

て最近の課題であります『中心市街地の空き店舗の活用』、さらには『岡崎公園や市内の歴

史資産の活用』等といった、こうした問題を市民の皆さまがたとともに総合的に取り組んで

いくという、こういった考えのものであります。

昨年の３月の国の『かわまちづくり』の認定を受けたことを皮切りといたしまして、今年

の２月には、『かわまちづくり』の先進的な取り組みとして、国の主催の『かわまちづくり

全国会議』におきまして、私、自ら東京に行ってまいりまして、講演をしてまいりましたけ

れども、今や全国からの注目もある事業として、近年まれに見る好条件の下で事業が進んで

おるわけであります。

先日も近隣の市長さんたちから、「岡崎は一体、どうやって国への要望活動をやっておる

のかね」、こんなことを聞かれるぐらいでございまして、岡崎は比較的、こういった対応を

上手にやっておると思っております。

あと２、３年もすれば、岡崎は、今よりも大きく変わってまいりますし、近い将来には、

ヨーロッパの街角にも比肩するような、開会前に皆さまがたに見ていただいた映像のよう

な、独自の日本らしい雰囲気をたたえた街になる、このように思っております。

そして３月の末には、岡崎公園前の堤防道路や河川敷の整備が終わりました。もう既にご

覧になった方にはお分かりと思いますけれども、今回の改修で河川敷へ下りるための坂道

も、これまでよりも、ずっと緩やかなものを新たに設置した他、水際に向かって舗装された

遊歩道を設置したことによりまして、高齢者や体に身体障害のある方、また車いす、ベビー

カー等を使用する方にとっても、大変、利用しやすい水辺空間となったわけであります。

夜も明るくなりまして、昨日等も、ニューグランドホテルの夜の９時頃でございましたけ

れども、軽く川辺で歩いていきましたら、女の方が 1 人で散歩しておいでになりましたし、

またお年寄り、そういった方が、その時間帯にも歩いておられました。

また先月、殿橋のライトアップが始まったわけでありますけれども、明代橋につきまして

は、今月の末、５月の末にはライトアップが開始できる、そういう予定になっておりますし、

将来的には、殿橋、明代橋、そして建築中の人道橋が、今すぐ三つの橋をそれぞれ特徴ある

ライトアップで共演させたい、こういうふうに思う次第であります。
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今回のライトアップには、フルカラーの LED ライトを使用しておりまして、普段、温かみ

のある暖色と市の花を表す藤色でライトアップされているところであります。さらに桜ま

つり等や花火大会等のイベントに合わせまして、さまざまな演出やショーで行うことも予

定しておるわけであります。

３月の 25日に殿橋の点灯式のときには、私、スイッチを押した瞬間に近くのマンション

の上のほうから「お母さん、見て、すごいよ。すごいよ」という子どもたちの歓声が上がり

まして、また、先ほども申し上げましたようにニューグランドホテルでなんかの会があると、

私、よく必ず川沿いに 1人で歩いて、うちまで帰るんですけども、そんなときに、時には知

らぬ方から突然、「岡崎をきれいにしてくれてありがとう」とか、「よかったですね」ってい

う声を掛けられまして、そんなときにこの事業を続けてきて、本当によかったな、そんなふ

うに思っているところであります。

このリバーフロント計画は、『観光産業都市』としてのまちづくりが一番の目的でありま

すけれども、それにも増して、この岡崎で生まれた子どもたちが、この街を楽しい、そして

自分たちのふるさとに関して、より大きな愛情と誇りを持ってもらう。これが、一番の私の

望みでもあるわけであります。

また先般、人道橋の橋脚の基礎工事の件におきまして、岩盤が出てきたということで、皆

さんに大変ご心配おかけしましたけれども、全体の工事費と、それから工事全体の工事工期

が、どこからでも影響がございませんので、当初の予定どおりの中の金額と期間で全ての工

事が完了いたしますので、ぜひご安心いただきたいと思っております。

今後、引き続き乙川人道橋や岡崎セントラルアベニュー等、リバーフロントの地域の整備

が、市民の皆さんの目で見える形で進むことで、河川空間がにぎやかになり、市民の憩いの

場としてはもちろんでありますけれども、この川の堤防の沿道にカフェやレストランが進

出するような、そんなことまで期待しておりますし、私たちも、ただやってくださいという

だけではなくて、その方法で民間の力も誘導してまいりたいと考えております。もう既にそ

ういった提案、働き掛けを個別の企業でありますとか、個別の土地を持っている方には、始

めておるところであります。

一方で工事の過程で桜をはじめとしました木を伐採しておりまして、それに対して一部

の事情を知らない方からお叱りの声をいただくことがあるわけであります。戦後復興期に

全国各地におきまして、一斉にソメイヨシノが植えられたわけでありますけれども、残念な

がらこの木は寿命が 60 年ほどと短く、また最近、加齢に伴う衰弱によりまして、各地での

樹木でも倒木の危険性が出てきております。

先般、三重県でしたかね。トヨタの 2000GT の車を駐車していたら、街路樹が倒れてきて、

もう市が 3400 万か、3500 万、賠償請求で、今、裁判やっておりますけど、あんなことがあ

っては大変でございますので、今回、私たち事前に樹木医に、全部、街路樹、皮をチェック

してもらいまして、大体、私どもが切った木というのは、後にも出てきますけれども、中が

空洞化した、腐りかけた、老木でありまして、決してやたらめったらに全部木を切っとるわ
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けじゃございません。駄目な木は切ってしまって、そしてその後には、ちゃんと植樹の計画

も立てておるわけでございます。

現在 100 周年記念事業の一つとして進めております『岡崎さくら 100 年プロジェクト』

によりまして、新たな桜の植樹を行うことで周辺の環境や景観を考慮したよりよい空間づ

くりということも考えておるわけであります。

先日、このプロジェクトにご協力いただいておりますイオン財団の岡田理事長にもご臨

席をいただきまして、岡田理事長は、イオンが岡崎に進出して、いつだったかな、先般のと

きには 500 本ぐらい、桜も寄付していただきまして、今回は 5,000 本を寄付していただけ

るという、当初の話であったわけでありますけど、苗木で頂いても、苗木だとうまく育ちま

せんので、できるだけある程度育った木を寄付していただきたい。こういう頭も、私どもも

ありまして、そのとおりに今回もご協力いただいているわけでございます。

この間、乙川沿いの岡崎城が一望できます場所で、このように植樹を行ったところであり

ます。これは手始めであります。まだまだ、これから全市的に開花時期の異なるさまざまな

桜を植えていく。そのことによりまして、市民の皆さまが長期間、市内で桜が楽しめる。そ

んな環境づくりというものを目指したいと思っております。

さらにこれから私どもの仲間に入りますけれども、本格的な高齢化社会を迎えることに

なりまして、そうしたものを意識しまして、遠くの名所まで家族に頼んで出掛けなくても、

近所の公園につえをついて、乳母車を引いていけば、桜を楽しめる。そんな環境づくりにも

取り組んでいきたいと考えておりまして、岡崎市内各地の公園に必ずどっかに鑑賞できる

ようなしだれ桜だとか、皆さまがたのご要望の桜を植えたい。こんなことも計画しておりま

す。

そして岡崎は、もう本当、桜の名所でありますので、市の花として現在の藤に加えまして、

桜も市の花に追加したい。こんなことも予定しております。また中央緑道につきましては、

人道橋から籠田公園を結ぶ、にぎわいの創出の場として、仮称でありますけれども、岡崎セ

ントラルアベニューとして、整備も計画しているところでありまして、現在は歩道を東側に

集めるといった案をたたき台にして、専門家や沿道の住民の皆さんの意見を伺っている最

中であります。

もちろん、これが最終プランではなくて、国に、予算要求のためにプランを提出しなけれ

ばなりませんので、暫定的にそのプランを、今、上げているところでございます。これまで

にも歩道を寄せるということで、個人的に車の出し入れに支障があったりですとか、「木が

生い茂って、この地域は暗過ぎるんだ」、また「防風林の役割を木がしているなら、それを

切るんじゃない」、それから「自転車が歩道を勢いよく走って危ない」、こういったさまざま

な地域住民の皆さんの声を聞いておりますので、そうしたご意見を反映できるようにいっ

ぱい、いろいろとこれから考えまして、地域住民の住環境を第一に考えまして、この岡崎セ

ントラルアベニューとしての利活用でありますとか、道路交通の安全性、さらにはここに設
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置の予定をしております徳川四天王像の石像の設置方法等、総合的に考慮することにより

まして、よりよい空間にできるように考えていきたいというふうに思っています。

次に今お話ししました徳川四天王の石像についてでございますけども、これは岡崎と石

工業の PR とともに郷土の歴史を理解するきっかけづくりを目的として、今年度のお披露目

を目指しまして、また今、石工団地を含め、制作中であるわけであります。

先般、制作状況の見学に参ったわけでございますけれども、そのときに親方の 1 人から

「見てくれ。若い職人が、こうした高度な課題に対して、目の色を変えて議論をして取り組

んでいる。こうしたレベルの高い仕事がないんでは、この技術の伝承であるとか、進歩はな

いですよ」と。こういうお話をいただきまして、あらためて、今回の事業の必要性というも

のを認識したところであります。

こういったことっていうのは、決して石の世界だけではなくて、あらゆる業界にも通じる

ものではないかというふうに思っています。このようなやりがいのある仕事を作りだすと

いうことが、若い人、政治家にとって、重要な役割の一つではないかと、こんなふうに思っ

ております。

今回の四天王像というのは、三河武士団と家康公の天下統一への歩みをたどることがで

きますように、それぞれの武将が、ただ突っ立っているだけではなくて、その方が活躍した

歴史的な一場面というものを切りだした物語を持ったものにしたいというふうに思って、

今、ご覧いただいているような素晴らしいデザインになっております。もちろん、ちゃんと

ここの解説も併設させたいと思っております。

次に東岡崎駅前に新たな岡崎のシンボルとして設置を進めております徳川家康公像であ

りますけれども、「岡崎は家康公のふるさとと言っておるけれども、駅前に像一つないじゃ

ないか」。こういうことを、これまで何回も言われてきました。

私も本当に何回も悔しい思いをしたことがあるんですけども、今日みえる皆さまがたの

中にも同じような経験をされた方があろうかと思います。そこで私は折に触れて、仙台の伊

達政宗公の像に負けないような若き日の立派な家康公の像を、末永く市民の象徴となるよ

うに、市民の皆さんからの浄財で制作したい。このように選挙以来、訴えてきておりまして、

専門家とも、市民のかたがたとも検討を重ねてまいったわけであります。

そして、先日、発表させていただきましたデザインが、今、ご覧のものでございます。制

作は、日本芸術院の会員で銅像制作の第一人者であるとともに、馬の像の制作に関しては、

これ、また実績があります神戸峰男先生にお願いをしておりまして、岡崎で松平元康から徳

川家康と改名をした 25 歳当時の家康公のイメージを像として表しているところであります。

さらに若い日の家康公というのが、乗馬が大変得意でタカ狩りが大好きでございました

が、しかも弓矢の免許皆伝の名手であったっていうことでありますので、『馬上の将』であ

りますとか、『海道一の弓取り』という名前が付いておりまして、馬上で弓を持つ姿が、今

回デザインされたわけであります。
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この像の具体的な設置場所は、東岡崎駅の北東の今の建設予定のペデストリアンデッキ

というのがございますけれども、この川と緑を背景とした場所を予定しておりまして、ペデ

ストリアンデッキが完成いたします平成 30 年度中の設置を予定しております。

屋外に設置する像でありますので、実物と同じ大きさですと小さく見えてしまいますの

で、実際、制作していただいております像は、実物の 1.5 倍の大きさでありまして、この間

も神戸先生とお話ししましたら、伊達政宗公の像よりも、ちょっと高い像ということであり

ましたので、大変、興味を持って思っております。

昨日のことでございますけども、静岡には徳川家の式典がございまして、それに参加して

おみえになりました商工会議所さんから、静岡や浜松も岡崎の像と聞いて、負けんように、

今、プランを練り始めたところでございますので、これからも３市が連携して、あるいは切

磋琢磨して、この事業を盛り上げていきたいと思っております。

そして、これは皆さまへのお願いでありますけれども、今回、家康公の像というのは、市

民の皆さまがたからの寄付により制作をしてまいりたいと思います。行政のほうで簡単に

造っちゃうことはできますけど、それでは意味がないと思います。

よく欧米等で市民の皆さまからの寄付金でものを建てるっていうことがあるんですけど

も、それは必ずしも市民に頼るということだけではなくて、みんなの力で造る本来の意味で

の市民の象徴にしたい。そういう意味であります。

もう既にいろんな方からご寄付をいただいておりまして、もう 1,000 万近く集まったっ

ていう話が、聞いておりますけれども、今後、私も「営業活動」と言っておりますけれども、

しっかり募金活動を自身で続けてまいりたいと思いますが、皆さまがたにも、ぜひお力添え

をよろしくお願いいたします。

また今月の下旬からは、個人向けの寄付も開始しますとともに、金額の多少に関わらず、

子どもたちが自分たちの小遣いの中から 10 円でも 20 円でも出してもらって、「あの像を造

るときに僕もお小遣いを出したんだよ」、そういう自慢をしていただけるような、そんなふ

うに各地への募金箱を置きたいというふうに思っております。

今回のデザインは、若き日の家康公の姿で、躍動感あふれる騎馬がマッチしたものであり

ますが、これは明治維新以降に広められたタヌキおやじ的な家康公のイメージを払拭し、岡

崎で新たなシンボルとして、市民に末永く愛された銅像になることを期待しておるわけで

ございます。

大河ドラマ等見ておると、いつもこの家康は策略家で何か悪巧みしているようなイメー

ジで書かれておりまして、それ見とっては腹立たしく思っているんですけども、この人ほど

苦難の人生を送って、日本を平和の国にするために努力をした人はないと思っているわけ

でありまして、そのことを、ぜひ、この岡崎から全国に向けて、また世界に向けて、発信し

てまいりたいと。こんなふうに思っています。

そして、今回のリバーフロント地区の整備を進める中で、乙川の河川敷に埋もれておりま

した江戸時代の石垣が、400 メートルにわたって残っていることが分かりました。正確に言
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うと、一番最初に造られたのは、戦国期の分もあるそうでございますけども、これは菅生川

端石垣と呼ばれるものでありまして、現存する石垣としては、国内では最長のものでありま

す。日本一であります。

また、その延長上に、これは河川の護岸も含めて、意味も含めて造られたっていうことで

ございますけど、ひょっとしたら市役所の近くにあらへんかなと思いまして、また、これは、

後ほど調べていただくことになりまして、大変、楽しみであります。

また、この石垣は高さが最大で 5 メートルに及びまして、敵の侵入を防ぐための横矢枡形

と呼ばれます射撃用の突出部が設けられておりまして、その歴史的な価値は大変高いんだ

といわれています。

今、五万石の石像の船が置いてある所がございまして、あそこは、本来、船着き場という

ことで、そこに石像を置いたんですけど、実際、あれは升形の一つでございまして、ですか

ら、本来の船着き場の所にある像は動かしたほうがいいのかな。こんなふうに思っておりま

す。

当時、弓矢ですとか、鉄砲の有効の殺傷射程距離というのが、40 メートルから 50 メート

ルでございました。よろいかぶとで固めておりますので、そのくらいの距離で撃たないと効

果がなかったそうでありますけれど、そのためにこの升形の間隔は、80 メートル間隔にな

っているそうでございます。ですから、あそこの升形と升形の間に敵が攻めてきたとき、ど

っち側を向いても、弓矢や鉄砲が、効果がある。そこまで考えて造られたものであります。

そこで今後のことでございますけれども、『かわまちづくり』に続きまして、国の『歴史

まちづくり』の認定も視野に入れまして、大樹寺でありますとか、伊賀八幡宮、名古屋より

も岡崎には多い 13 もの国の重要文化財が、建造物があるわけでございますので、滝山寺の

鬼祭りでありますとか、六ツ美の悠紀斎田のお田植えまつり、また矢作神社や、能見神明宮

等の山車がございますけれども、そうしたものでありますとか、藤川宿や東海道の松並木等、

多くの歴史的な文化資産もあるわけであります。

そしてくらがり渓谷でありますとか、鳥川のホタルに代表される額田の豊かな自然とい

うものもございます。さらには八丁味噌や駒立のぶどうといった、食べる楽しみ、そういっ

たあらゆるものを活用しまして、さまざまな季節ごとのストーリー性のある観光コースを

市内全域に広げて観光岡崎を確立させていきたい、このように思っておるところでござい

ます。

そこで現在、市民の皆さまがたとともにまちづくりを進めるために『かわまちづくり』や、

『中央緑道の活用』、さらには『歴史まちづくり』や『空き店舗の活用』等もテーマにいた

しまして、市民の皆さまと専門家を交えて、さまざまに議論を深めているところであります。

行政では、とても思い付かないような、本当に斬新でユニークな、さまざまなアイデアが

学生さんや民間の方から提案されていただいておりまして、本当に目を開かれるものでご

ざいます。
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これまでいただいた提案に、さらに専門家の意見も参考しまして、順次、事業を具体化し

まして、将来的には、そうしたものは民間の方にお任せすることによりまして、大いに、皆

さんにもうけていただき、その結果として、岡崎市のほうには税金として収入が、こういっ

た、あくまでも民が主体のまちづくりにシフトさせ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。

もう既に川辺を歩いていただいた方には、変化がお分かりいただいていることと思いま

すけれども、岡崎は、まだまだこれから進化いたします。あと 10 年もすれば、ヨーロッパ

の街並みにも負けない、そんな景観を持った美しい都市になるというふうに、私は思ってお

りますので、ぜひ、ご期待いただきたいと思います。

以上、本日は、最初に市政の動きの一般をご報告申し上げましたけれども、これからも引

き続き岡崎の経済の根幹でありますものづくりへの支援をはじめといたしまして、福祉や

医療、防災や教育といった基本政策の推進を通じまして、この街に生まれた子どもたちが、

先ほど申しましたようにふるさとの岡崎に対して、これまでよりも大きな愛情や誇りが持

てる、そんな『夢ある次の新しい岡崎』の実現を目指して進んでまいる覚悟でございます。

そして引き続き市政を担わせていただくべく、この秋にはあらためて市民の皆さまがた

の審判を仰ぎたいと考えております。皆さまがたに、「２期目も頑張れ」、こう言って再び背

中を押していただけるよう、これからも全身全霊で取り組んでまいりますので、一層のご支

援とご協力をお願い申し上げまして、私の話を終了させていただきます。

この後は、皆さまがたからの個別の貴重なご意見を、私がお聞きすることによりまして、

さらにそれを市政に、大いに生かしてまいりたいと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。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、お席、前のほうによろしくお願いいたします。

それでは、はつらつクラブ岡崎のご紹介とごあいさつをお願いいたします。

はつらつクラブ岡崎会長－ それでは、失礼をいたします。市長さまには、大変、公務、ご

多用の中を、こうして私どものために大切な時間をお割きいただきまして、まずもって厚く

御礼申し上げます。

この後、これからしますと例年の総会が、私どもの総会がございまして、またご挨拶を例

年のようにいただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。何かと年間を通してご支援

いただいておりますけど、この場をお借りしまして、併せて御礼申し上げます。大変、あり

がとうございます。

先ほど市長さまのお話にもありましたけれども、テレビも新聞も九州の地震のことばか

りでございますけれども、本当に自然の力というのは大きいな、まざまざとこのことを見せ

つけられて、そんな感じがいたします。
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岡崎市では、深溝断層を震源とする三河地震、そして東南海地震、南海地震、発生後 70

年ほどたっておるということで、私たちの市長さんのお話を聞き、十分、気を付けてまいら

なければならない、こんな思うところでございます。

先ほども市政ビデオを見せていただきまして、岡崎市が中核市に移行して、本当に着実に

発展をしていると。こんなことがよく分かりました。それから市長さまのお話を伺って、本

当に私たちが見えるところ以上に先をよく読み取って、考えて、さまざまな多くの政策を

次々に講じておっていただけるんだ、こういうことがよく分かりまして、本当にありがたい

な。岡崎の将来は安泰である、明るいであろう。こんな、とてもうれしく聞かせていただき

ました。本当にありがとうございました。

今、YouTube で『グレート家康公「葵」武将隊』に変わりまして、今は『OKAZAKI 大好き

なまち』、『岡崎市制 100 周年応援ダンス』というダンスを公開しているわけでございます

が、昨年度も『徳川家康公顕彰四百年記念事業』も本当に大事業でございましたね。けれど

も、それに増して先ほどのお話にもありましたけれども、今年度の『市制 100 周年事業』は、

それ以上に大事業である。意気込みも本当に高まってきている。そんな感じがいたします。

岡崎にとっては、昨年度、そして今年が、岡崎市の発展の非常に大きな節目であると、そ

んな感じがいたします。オカザエもんさんが躍っておるわけでありますけれども、先ほどの

『市制 100周年応援ダンス』の中で踊っておるわけでありますが、その中にもこんな言葉が

ございます。「おめでとう、岡崎。100 年たっても大好きな街」、こういうフレーズがあるわ

けでございます。大勢の人々が笑顔で住むことができる大好きな街、岡崎市で、今でもあっ

てほしい、心から願っているところでございます。

今日は、こうして市長さまと対話ができる本当に貴重な機会を設けていただきましたの

で、心からお礼を申し上げまして、初めのあいさつとさせていただきます。どうぞ、よろし

くお願いをいたします。

司会－ 引き続きまして、ご紹介のほうをお願いできますでしょうか。

はつらつクラブ岡崎会長－ それでは恐縮でございますが、座ったままでお話をさせてい

ただきます。まず岡崎市老人クラブの概要について、少し先にお伝えをさせていただきたい

と思いますが、老人クラブとは『生きがい』と『健康づくり』、地域を豊かにする社会活動、

明るい長寿社会づくり等を目的とした地域を基盤とする高齢者の自主組織で、入会を希望

するおおむね 60 歳以上の人を会員としています。

ということで、岡崎市老人クラブは、はつらつクラブ岡崎という愛称でございます。これ

は平成 22年の５月の総会で決定されまして、今年で６年目の愛称になるわけでございます。

老人クラブ連合会自体は、昭和 48 年４月１日に発足をしておりますので、今年で 44 年

目となります。それから岡崎市老人クラブの構成の内容でございますけれども、市内の 47
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学区に 220 の単位クラブがございます。会員数は、27 年度で２万 1,117 人、こういったこ

とでございます。

今日こうして参加しております者は、47 学区の代表に、今日は出席をしていただいてお

ります。47 学区を 10 のブロックに分けまして、そのブロックから 1 人ずつ代表を出してい

ただいて、これを市老連の「理事」と言っております。

ですので、理事は 10 名置くわけでございますが、一番前におります 10名と、私のすぐ後

ろの 2 名、これが理事になるわけでございますが、その中に一番向こうにおります女性部の

部長、副部長入れまして、理事は 12 名置いたところでございます。

そして岡崎市からの補助金も、毎年、今年も高額でいただいているわけでございますが、

市からの補助金は単位クラブ分、学区分、連合会分で構成されており、各単位クラブ、各学

区へは、連合会を通して交付をしております。

各単位クラブへの補助金は、クラブの規模と事業によって設計しておりまして、平成 27

年度ですと、一番、小規模なところは５万 5,300、それから多いところは 22 万 100 円とい

う補助金を、交付をしておる、こういうことになります。

そして会員数が徐々に少しずつ減っているというのが実情でございますけれども、それ

に対して補助金のほうは、やや増えている、これが実体でございます。なぜ増えておるかと

いうことでありますけれども、これは市の財政が豊かになったから増えていると、こういっ

たものでは決してございません。そうではなくて、岡崎市老人クラブ運営活動事業費補助金

交付要綱という要綱がございます。この要綱に沿って厳密に計算をされまして、そして、こ

の金額が交付をされている、こういったことでございます。

そんなところが概要でございますが、続きまして年間の活動について、概略、触れさせて

いただきます。まず平成 27年度の内容でお伝えさせていただきますけれども、５月にゲー

トボール大会を実施いたしました。これはゲートボール大会とグラウンド・ゴルフ大会を隔

年で実施をしている、これが現状でございます。

ゲートボール大会は 110 人ぐらい。グラウンド・ゴルフについては、まだ絞って 450人。

何も制限してなければ、700～800 から 1,000 人くらい集まる、こういう会になるわけであ

りますけども。

各ゲートボールのほうもグラウンド・ゴルフのほうも、とにかく毎年大会を実施してほし

い。こういった声が非常に強いわけでございますけれども、今のところ、会場のことと、そ

れから運営予算、こちらの関係で、どうしても 1年おきにゲートボール、次の年はグラウン

ド・ゴルフ、こういうふうに実施をせざるを得なくて、そうしておるわけでありますが、特

に、去年、一昨年、本当にグラウンド・ゴルフを毎年やってほしいと。こういった要望が強

くて何とか経費もあんまり掛けないで運営できるようにと。こういったことで今年の市の

グラウンド・ゴルフ協会の会長さんへ、先だって参りまして、協力いただきながら何とかし

たいと、こういうことで、準備、打ち合わせを始めたところでございます。
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それから６月には、学区リーダー研修会を、実施をいたしました。学区リーダーですので、

今日参加いただいているかたがたに出席をいただいての研修会でございましたが、そこで

は奥山田のしだれ桜、これを中心になって世話をしておられます細川東部の村積クラブの

会長にお時間を取って、見ていただきまして、そして、どのようにしてしだれ桜を中心に老

人クラブをまとめているのか、こういったお話伺いまして。みんな、とてもやる気になって

取り組んでおりますよと。こんなお話でございまして、とても参考になりましたし、この後、

各学区の問題点を出し合って、一つでも解決に向かえる方法はないか、こういったことで協

議をしていただきました。

それから７月には、囲碁、将棋大会を行いましたが、これは県大会の予選になっているわ

けでございますが、岡崎には大和町のほうで大変強い方がございまして、矢作南の大和クラ

ブの方で、県で優勝されて、そして全国大会、ねんりんピック、そちらへ行って進んでおら

れる、こういった方もございます。

それから８月には単位クラブ、老人クラブ会長研修会、先ほどのお話で単位クラブは 220

と、こういうふうに申しましたけれども、このうちの 160 数名、参加をいただきまして、西

尾城、西尾市資料館の見学をし、その後、会場を設けまして、そこで何の研修やったかとい

いますと岡崎市健康マイレージ事業について研修をしました。これは岡崎市が昨年度から、

27 年度から始めた事業でございます。

健康に関する活動をやるとポイントがもらえるよ、こういった内容になるわけでござい

ますが、この内容は高齢者に非常に関わりが深い。こういったことで会長さまがたに、まず

これを理解していただいて、会長さまから各会員に伝えていただく。こういったことで、で

きる限りの協力をしていこう。こういった方向で、この会を設けたわけでございます。

それから 11 月に入りまして、作品展を行いました。りぶらで文化の日近くに開催しまし

たが、ここでは皆さんご承知のように、内田市長様からは、東公園、恐竜の写真をお出しい

ただきました。とても好評でございました。本当にありがとうございます。日時もよく、会

場もよくて、本当に多くの方が毎日見ていただいて、盛り上がりのある作品展になりました。

それから年が変わって、今年 1 月でございますけれども、大学講座を行いました。これは

180 名ほどでしょうか、集まっていただきまして、研修をしたわけでございますが、内容は

豊田市の社会福祉協議会の課長さまにおいでいただきまして、そして 2025 年問題を念頭に

高齢者福祉が、どのように、今、移り変わりつつあるのか、そして各会長に当たる者、リー

ダーに当たる者が、どう、これを受け止めて、どのように動いていかなければならないのか、

こういったことを、お話をしていただきました。

こんなところが年間の活動でございますが、あと各単位クラブにおいては、昨年ですとマ

イナンバー制度について、それから交通安全について、おれおれ詐欺について、こういった

内容は、ほとんどの単位クラブが講座を持って啓蒙してきた、こういったことでございます。

岡崎市の安全安心課の方からよく伺うことは、「高齢者の交通事故が６割ですよ。非常に

多い。けれども、その中で老人クラブに入っている人は、とても少ないですよ」と。「おれ
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おれ詐欺にかかる人は、高齢者が非常に多い。けれども、老人クラブに入っている人は少な

いですよ」。こういったお話をよく伺います。

私たちは、この言葉を励みに、さらに社会に貢献できるような団体になり、例えば「老人

クラブに入っている人は、さすがに病院に行く人が少ないですね」と。こういうような話に

なると外面的な面でもいろいろ社会に貢献できると思って、そういった方向で活動を続け

ていく。これが実体でございます。以上、お話しさせていただきまして、岡崎市老人クラブ

連合会の概要紹介とさせていただきます。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も事前にお伺いしており

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。

はつらつクラブ岡崎会長－ 昨年末でしょうか。市長さまとの対話集会が、持っていただけ

そうだという情報が入りまして、すぐにアンケートを採りまして、即、単位クラブの会長に

発送させていただき、それを、年をまたいで回収をさせていただきまして、それを全てまと

めさせていただきました。

そして４点にまとめましたので、私のほうから逐次要望させていただきます。今日ご参加

の各学区の会長さまがたには、その回答を伺った後で学区に関すること、あるいは地域老連

全体に関わることがありましたら、またお出しいただきたい、こんなふうに思います。よろ

しくお願いいたします。

まず１点目、質問でございますけれども、はつらつクラブに対して、どのように市の行政

側として、どんなことを期待しておられるのでしょうかと。こういったことでございますが、

クラブ活動として、私たちはゲートボール、グラウンド・ゴルフ、体操等の『健康づくり』、

囲碁、将棋、カラオケ、出前講座等の教養文化活動、清掃活動等の社会奉仕、小学生の登下

校の見守り等の地域安全活動等を中心に、各学区、クラブで特徴を出して活動していますが、

新規会員が、なかなか入らない。あるいは役員の受け手がない、こういったような問題点を、

単位クラブの会長が、ほとんどの会長が感じている。こういった実体がございます。

こういったようなところを市のほうとしては、どのように捉えて、今後、市老連の活動に

対して、どんな活動を期待しておられるのか、こういったことでお伺いいたします。どうぞ、

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、よろしくお願いいたします。市長、お願い

します。

市長－ 本当にご理解のあるお話をいただきまして、ありがとうございました。はつらつク

ラブの皆さんには、地域に根付いた団体といたしまして、『健康づくり』や趣味の活動、講
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座における知識の向上、また地域防災、防犯活動まで務めていただいておりまして、本当に

感謝しております。

そうした中で、はつらつクラブの皆さんに今後期待することということで、地域のお年寄

りが所属する団体から、さまざまな経験を生かす地域の担い手となる団体として、ご活躍を

いただきたい、こんなことでございます。

超高齢社会が一段と進みまして、1 人暮らしの高齢者でありますとか、高齢者世帯の増加、

認知症高齢者の増加が見込まれております。現在、岡崎市としましては、地域が主体となっ

て、介護が必要になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしが継続できるように地域包

括ケアシステムの構築というものを進めておるところであります。

そのためには、地域の住民、学区の福祉委員、民生・児童委員をはじめといたしまして、

医療機関、地域包括支援センター、介護保険サービス事業所、ボランティア、警察等の関係

機関の協力というものが必要になりまして、はつらつクラブの皆さんにも同様にご協力し

ていただくような体制というものを求めていきたいというふうに考えております。

例えば今も活動されておりますクラブもあると思いますけれども、サロン活動や困りご

と支援の充実であります。高齢者の見守りや相談役として、『地域の担い手』となっていた

だきたいというふうに考えております。

見守る側になり得る若い人の入会や総代会含めた地域の役員、民生委員、福祉委員との連

携等、課題もあろうかと思いますけれども、皆さんの活躍できる仕組みを進めていきたい。

このように考えております。よろしくお願いいたします。

はつらつクラブ岡崎会長－ ありがとうございました。地域包括ケアシステムというシス

テムが、これから確立をされてくる。そういった中で私たちが、きちんとその中に位置付け

られて、そして高齢者の見守り、地域の担い手となれるように、こういったお話でございま

した。今の市長さまのお話を胸に、私たちもしっかりとこの方向を、これから充実をしてい

く、いかなければならない、こんなふうに思います。大変ありがとうございました。

続きまして、２点目でございますけれども、グラウンド・ゴルフをプレーができる場所に

ついてということで、はつらつクラブでは、グラウンド・ゴルフをプレーする人が大勢いま

す。ほとんどのクラブで、ああいうことで集まって練習や大会に参加していますが、市内に

専用グラウンドがなく、苦労しています。グラウンド・ゴルフは、高齢者でも手軽に大勢の

人が参加できるので、ぜひグラウンドを整備していただきたいです。

またマレットゴルフも関心が高まっていますので、マレットゴルフのプレー場所も同様

に整備していただけないでしょうか。こういったことでございますけれども、これは数年前

から何度も要望が出されている内容でございますけれども、この２、３年、特にこの要望が

強くなっている、こういったことで、内田市政のうちに、ぜひ実現していただきたい。よろ

しくお願いをいたします。
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司会－ ありがとうございます。それでは回答、市長、よろしくお願いいたします。

市長－ グラウンド・ゴルフの愛好者がみえることは、かねがね承知しております。私自身

は、県会議員の頃からグラウンド・ゴルフ協会の名誉会長の名をいただきまして、大会はで

きる限り出ておりました。さらに前市長が、私も同席の場所で「グラウンド・ゴルフ専用グ

ラウンド造ってくれ」って言われて、意外と簡単に、「はい」って返事したのも、それも覚

えております。

ただグラウンド・ゴルフのグラウンドというのが、専用グラウンドでなくても、どこでも、

ここでもすぐ割と簡単に設備ができて、しかも、いつも同じではなく、多様な変化がある所

で、思わぬ障害物で、どんでん返しがあるというのも面白さの一つじゃないかな、個人的に

は、そう思っているわけでございますけれども。

何にいたしましても、競技者の方の数が大変多くなっているということでございますの

で、もうちょっと皆さん気楽に場所を使っていただける所を増やしたいというふうに考え

ております。

そこで、これ、まだ、これからの話でございますけれども、お祭り時に岡崎市内は、駐車

場がないということで、大変、いろんな所から苦情を受けておりまして、この間、お花見の

ときでありますとか、家康行列、大渋滞が起きたんでございますけれども、これは私が市長

になったときから考えておったんですが、この駐車場不足の解消のために乙川の河川敷の

右岸、名鉄の鉄橋の下を、今、雑草がザーッと生えていたり、個人的な畑やなんかがありま

すけれども、あそこの大きな土地の部分は、県と市が所有しておりますので、あと 20 人ぐ

らいの民有地を何とか早いこと買うか、借り上げるかして、ここを通常は運動グラウンド、

多目的広場として使えるように整備したいなと思っています。

そして、通常、そういうことで、皆さまがたにお使いいただけるようにしたいと思ってい

ますけれども、春、夏、秋のイベント時は臨時駐車場として、そうすると 400 台は車停まり

ますので、そういうスペースを何とか早く確保して、ご利用いただけるようにしたいなとい

うふうに思っております。

それから、これは、まだ決定しておりませんので、あんまり言うと叱られちゃいますけど、

昨日、話したばかりのことでございます。旧東部給食センターの跡地をどうするかというこ

とで、今、部内で検討しているのでございますけれども、あそこは、建物自体は耐震性、大

丈夫でございますので、中に置いてあります機材は全部取っ払いますので、かなり広いスペ

ースがございまして、かねがね子どもが雨の日に遊べる場所が欲しいということで、お母さ

んがたからいろいろ言われておりまして、当初は、子どもさんが雨天でも遊べるグラウンド、

屋内グラウンドにしようかということで思ったんで、それを考えてありますけども、それに

しちゃ、あんまり広いので、ここなんか、グラウンド・ゴルフでやるかどうか、ちょっとど

うでしょう。
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はつらつクラブ岡崎会長－大丈夫です。

市長－ そのぐらい広いですよ。ですから、空いているときには、そういう雨でも使えます

けどね。そういう所、使っていただいたりしてもいいんじゃないかなというふうに思ってお

ります。そういうときは、これからもいろいろと場所を考えて、なるべく自分たちのすまい

の近くで手軽にやることやりましょうというのは、もちろん小学校、中学校あるわけですけ

ども、小学校、中学校は、そういうスポーツの大会とかで使うことが多いので、そういった

所を、これからまた増やしていきたいと思っています。

それからマレットゴルフでございますけれども、こちらにつきましては、これは専用グラ

ウンドじゃないとできない競技でありまして、豊田市がものすごく先行してやっておられ

ますので、随分、このことで、これは要望を言われておりましたけど、たまさか矢作川の河

川敷に今回専用コースができる場所が見つかりまして、そこでマレットゴルフ協会の方と

一緒に計画作りを進めておりまして、平成 28 年、29 年度末には整備ができる。こういうふ

うに、今、事業を進めておるところでございますので、ご理解いただきたいと思います。

間もなく私も高齢者に自分が入る年齢になってまいりまして、皆さまがたの要望という

のは、決して人ごとではなくて、これから定年退職を経た後、暇はあるけど、金がないと。

遠くまでは、なかなか行きにくいという、そういった世代が増えてまいりますけれども、そ

うした人たちが自分の生活圏で十分楽しんで生活していけるような場所、そういうものを

よく考えていきたいと思います。その秘策の一つが、私、額田の活用であると思っておりま

す。まだちょっと、これ、事業計画中ですので、私は思っていますけど、ちょっとここでお

話しできませんけど、そういうふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。

はつらつクラブ岡崎会長－ 大変ありがとうございます。とにかく、よく理解をしとってい

ただけると。こういうことで大変、安心をいたしましたし、今は幸田さんでよく借りて、豊

田さんでも借りてきたし、西尾さんで開催されたし、いろいろしておるわけでありますけれ

ども、岡崎で、岡崎の中の会場を使っていて、こういう方向が、ぜひ欲しいと思います。ど

うぞ、よろしくお願いいたします。

続きまして３点目でございますけれども、市からの補助金についてということでござい

ます。補助金、この要望内容でありますけれども、はつらつクラブの活動は少なからず費用

も掛かります。会員からの会費等では、活動することが大変になる部分があります。

補助金について、もっと自由に使わせていただくことはできないでしょうか。こういった

ことでございますが、補助金で申請する書類作成というのが、なかなか大変でございまして、

そうした、事務局のほうで本当によくご理解いただきまして、昨年度、一昨年度と大きく改

善していただきました。そして、とても楽になってきて感謝をしているところでございます

けれども。
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それでも現状、単位クラブの会長さまに伺うと単位クラブの会長の成り手がない第一番

の理由が、書類作成が、とても煩雑で大変であると。パソコンを使える人は、まだいいわけ

でありますけど、手書きでやったら、もうとてもできません。そういう話がございます。

そういったことでパソコンを使わなくても事業報告ができ、補助金の申請ができると。こ

れを目標に何とか改善できることを改善していただきたい。こういったことで、いろいろな

事情があると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。

司会－ ありがとうございます。それでは回答につきまして、よろしくお願いいたします。

福祉部長－ 補助金につきましては、すみません、私、福祉部長のほうからお答えさせてい

ただきます。実は私、３年前まで長寿課でやっていましたので、会長はじめ顔を見回します

とお久しぶりという方も何名か見えます。民生委員の方もいます。よろしくお願いします。

２点ほど質問をいただきました。まず 1 点目が補助金の使い道ということでございます。

老人クラブの方の活動費といたしましては、学区からの援助、学区社会教育委員会ですとか、

町内会ですとかの援助、それと会員さんたちからの会費、それと不足分が市の補助というこ

とで成り立っていると思っています。

その使い道でございますが、私どもも監査というのが後からありますので、補助金を例え

ば遊興費っていうんですかね、飲み食いにだとか、旅行の費用に充ててはいけませんよとい

うのがありますので、書類を書くときにそれを書かれちゃいますとごめんねという話にな

っちゃいますので、お願いします。

市としては、活動自体は、できるだけたくさんお願いしたいと。そのための活動費である

と。活動しているときに倒れちゃ困っちゃう。要は熱中症のためで倒れちゃうといけないし、

腹が減って倒れてもいけないし、1 回だけの水分補給で倒れると、すぐ新聞沙汰になっちゃ

いますので、ご理解をいただきながら活動をしていただくということで、その使い道の用途

というところで、市の補助金でこれを使いましたよというので、ご配慮いただければいいか

なと。これは書いていいかね、いかんかねというのは、事務局に聞いてください。最初、第

１次は事務局が判断して、その報告書を、補助を出しているうちの財政部局に提出するとい

う流れを取っていますので、よろしくお願いします。

それと２点目の書類の作成です。先ほどの１点目の回答と、ちょっとかぶるところがある

と思いますけど、補助を出す場合は、これとこれとこれに、補助金の用途に合うものに使い

なさいというのがありますので、それが分かる書類で、できるだけ簡単にできるものという

ことで、お願いをしております。

毎年、見直しを行っている中で、例えば写真の添付をなくしたりですとか、会員名簿の提

出方法を変える等、はつらつクラブの役員さんの皆さん、各学区の代表の方のご意見を聞き

ながら、直せるところは、毎年、直せるように。
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ただ最低限、これを出しとかないと、補助が財政からもらえなくなっちゃうというところ

はありますので、そこら辺をご説明しながら進めてまいります。いずれにしても私どもは、

活動がしやすいように、できるだけ援助ができるようにということで、臨機応変に進めてま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

はつらつクラブ岡崎会長－ 大変ありがとうございました。私どもの何をやっていただけ

たら楽になるよと、ここのところをよく考えて、事務局のかたがたとよく相談しながら進め

ていくっていうことが大切かな、こういうふうに思います。簡略化する方向で考えといてい

ただけるということで受け取らせていただき、お礼申し上げておきたいと思います。ありが

とうございます。

それから４点目でございますけれども、もう 1 点、補助金についてということでございま

すが、市の補助金は補助金交付要綱に基づき交付されるわけですが、今後、補助金を増額し

たり、会員の増加につながるような仕組み等の算出方法について、見直されることはあるの

でしょうか。

こういったことでございますけれども、単位クラブの会長からは、今、なかなか高齢者は

増えても会員に入ってくれないという声がとても多い、多くなっております。そこで助成補

助金でございますけれども、会員の人数によらないような助成、それから活動意欲が増すよ

うな助成、それから高齢者福祉につながるような助成と。こういった、どういう意図で助成

するのかと。このことがよく見えるような助成方法に改定していくことが必要ではないか

な。

こうだから、みんな頑張って、みんな会員になろうねとか、会員をぜひ勧誘して増やして

いきますよ、やったねって、こういう感じになるような、そういった方法が表面に出るとい

いのではないかな。こんなふうに思うわけでございますが、その辺について、伺わさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

司会－ ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。

福祉部長－ 引き続き私のほうからお答えをさせていただきます。はつらつクラブの皆さ

んへの補助金ですけど、最初に会長のほうからクラブの紹介があったように、各クラブの会

員数ですとか、それぞれの活動の数によって、補助という格好でお出しをさせていただいて

おると。その活動というのが、今現在ですと健康づくり、教養文化、社会奉仕、友愛訪問、

交通、地域安全、広報活動等々での事業を該当とさせていただいておると。

会長のほうから、会員数が増やせるようなお話が、こんなような補助だとか、活動やって

いるんで会員も増えるよというのと、なんかならないかということだと思いますけど、先ほ

どの奥山田のしだれ桜の保守、管理するように岡崎独自でこういうのをというのが、新しい
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のがあれば、お出しいただければと思いますし、また、私長寿課あがりですので、介護予防

というのに、やっぱり気を使うんですよね。

一番、今、問題になっているのが、認知というのが、ちょっと話がずれるかもしれません

けど、認知というのが問題になっています。65 歳以上の高齢者の方というよりも、75 歳以

上の後期高齢者の方になりますと８人に１人が認知を持っていると。

はつらつクラブの皆さまにも、元気で活動していただく訳で、どうしても高齢、お年を取

るによって、脳が弱ってくるケースと、認知症といわれる、これ、病気ですので、認知症と

いわれるので、ちょっとどう？というケースがあると思います。

ちょっと話がずれますけど、すみません。食事を、「昨日の夜、食事を何取りました？」

って言って、取ったか、取らないかが分からない人は、認知だそうで。取ったことは覚えて

おるけど、何を食べたか、忘れちゃったというのは、年相応の脳の衰えだと。認知だっけと

思われる方が多いから、早めにお医者さんに連れていく、ちょっとこれ話がずれて申し訳な

い。

補助金に戻ります。こういうような介護予防でもいろんなものがあると思いますので、皆

さんのところの単位クラブの中で、こんなような活発なのをやって、どうだというのが、外

に出れば、それだけ PR もできますし、私どもが予算を財政当局に要求しているんですけど、

はつらつクラブの皆さん、こんだけ活動していて、こんだけ効果がありましたので、補助を

もうちょっと増やしてあげると、もっと効果上がりますよというようなことにもつながる

のかなと思っています。

それと先ほど会長さんがおっしゃられた補助の仕組みというところですけど、これにつ

いても市のほうで。国が定める補助要綱ではありません。市が定める補助要綱なので、ここ

の部分を、もうちょっと付け加えていただけないかなとか、これはもうやっても、書いてあ

るけど、難しいんで外してくれんかなという点があったら、ご相談をしてください。

いずれにしろ、市独自で決めることではなくて、はつらつクラブの皆さんと一緒に協議を

しながら、よりよいクラブ活動、長寿活動ができるように進めてまいりますので、よろしく

お願いいたします。以上でございます。

はつらつクラブ岡崎会長－ 大変ありがとうございました。私のほうから用意しました内

容は、以上でございます。それぞれについて、懇切丁寧にご回答いただきました。お礼申し

上げます。地区代表の方のほうで特に聞きたいことがありましたら、お出しいただきたいと

思います。

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、ご意見が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。その前にお

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、ご質問、ご
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意見がお一人、お一つぐらいでお願いしたいと思います。どうでしょうか。ご意見ある方、

よろしくお願いいたします。

六ツ美南部学区連合会会長－先程の最後の質問と同じようにとられると思いますが仮に４

回申請しかしてない、この行事は年４回やりますよ、実質やったのは６回、今年ですね。来

年度のこの申請は、行政として来年は６回申請してもよろしいのでしょうかという質問な

んですが。よろしくお願いいたします。

福祉部長－ 細かいことをいっちゃうんであれなんですけど、私が３年前までの内容で変

わってなければオッケーです。この２年でちょっと離れちゃってるんでそこらへんが変わ

ってなければオッケーなんでいいと思いますんで、出してみてください。

司会－その他にご質問ある方いらっしゃいますか。

はつらつクラブ岡崎会長－それでは、大変貴重な時間もうけていただき、ありがとうござい

ます。嬉しく思います。ありがとうございます。

私の方から一点要望といいますが、最後に思っている事を回答も要りませんが、こんなこ

とを言っている者がおるということで、私どもの長寿課の担当のかたは、本当によく異動さ

れる人が多い、ここのところは毎年変わってしまうんです。

普通に考えましても、１年目は１年間の内容を理解する、２年目は少し改革を行いながら、

実質業務を行いながらその中で少しずつ行えるようになる。そして実際に改革ができるの

は３年目からで、これがこの形であるとおもいます。

３年は続けていただけると もうちょっと内容が分かる改革ができる 22 年からですか

ね、市長さんが変わってからですかね、そのころからどんどん変わってしまうとなかなか

こういうことを単に一時一時そんなことをやっておりますと大変でございます。こころよ

りお願い申し上げます。大変ありがとうございました。


