
平成２８年度市民対話集会会議録

日 時：平成 28 年７月 27 日（水）13 時 30 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：岡崎市学区福祉委員会連絡協議会

89 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－本日は日中の大変お忙しい中、市民対話集会にご参加いただきまして誠にありがと

うございます。皆さまがたには日頃から地域福祉の向上に積極的に取り組んでいただいて

おりますことに敬意を表しますとともに、市政全体にわたりましても深いご理解と多大な

ご協力を賜っておりますことを厚く御礼申しあげたいと思います。また、それぞれの学区

の福祉委員会におかれましては、行政だけではできない地域での問題解決に力強いサポー

トをいただきますとともに「ひとり暮らし高齢者の見守り激励訪問活動」「ふれあいサロン」

「いきいきクラブ」など、地域の安全、安心にお力添えをいただいておりますことに関し

まして、心から感謝を申しあげたいと思います。

本市におきましては、本年度第 3 次岡崎市地域福祉計画を策定するため、社会福祉協議

会と共に改定作業を取り進めているところであります。皆さまにもアンケート調査や意見

交換会、福祉座談会など、ご多忙の中さまざまな形で計画の策定に関わっていただいてお

りますが、学区福祉委員会は地域福祉をけん引する組織として市としても大いに期待して

いるところであります。皆さまの取り組みをサポートさしていただけるような計画となり

ますよう、市としてもできる限りしっかりと取り組みを進めてまいりますので、引き続き

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。

さて、去る 7 月 1 日にはご案内のとおり、市制施行 100 周年の記念式典を盛大に開催す

ることができました。このことにつきましても御礼を申しあげたいと思います。式典が終

わりましてから、他市の市長さんたちから「岡崎市は地元の子どもたちが、岡崎出身の人

材だけでこれだけの催しができて本当にうらやましい」、こういうことを言われまして、大

変うれしく思った次第であります。また、翌 2 日、3 日に開催いたしました岡崎 100 年祭

におきましても、多くの皆さまがたのご来場をいただきまして、殊にディズニーのパレー

ドにおきまして、子どもたちの記憶に残る楽しいひとときになったのではないか、このよ

うに思っております。私もまさかこれほどの人においでいただくとは思っておりませんで

した。今後も来月 6 日の花火大会や各地区の総代さんを中心にご協力いただいております、

先ほども映像が出ておりましたが「おかざきまちものがたり」の発行など、記念事業は来

年 3 月まで続きますので、引き続きご協力のほどよろしくお願い申しあげます。

ところで、このような形で市民の皆さまが直接語りかけるというのは、私がモットーと

しております政治手法でありまして、市長就任以来、これでかれこれ 30数回市民対話集会

を行ってきておりまして、秋の選挙までには 38回行うことになっております。また他にも

300 回近い講演会や各種会合などにおきまして、さまざまな機会を通じて、私の目指す市

政についてお話をさせていただいております。そういうことでありますので、「もう既にお

まえさんの話は聞いたよ」、こう言うふうに思われるかもしれませんけども、少しずつ変

わっておりますので、ご理解いただきたいと思います。

そして、こうした活動というのは決して義務ではなく、私の政策として自主的に行って

きたことでありまして、よそのまちにはあまりないことである、このように自負しておる

ところであります。そしてそれぞれの会の終了後には、十分なフリートークの時間を設け
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るなどしまして、自分としてはできる限り、直接、市民の皆さまがたの声を聞く努力をし

てきたつもりでおります。本日はこの会の後すぐに、皆さまがたの総会が行われるという

ことでございまして、質問の時間が十分取れないかもしれませんけれども、その節には、

なんでも目安箱というものがございまして、私も毎月全部目を通しておりますので、今回

に限り、そうした方法でご協力をいただきたいと思っております。

さらにこれまでの 4 年間というものを振り返ってみましたところ、おかげさまで天の時、

地の利、人の輪というものにも恵まれまして、前回選挙公約として掲げました 15項目全て

に手が掛かった、こんなふうに言えるのではないかと、一定の成果が上げられたのではな

いかと思っております。特に公約の大きな柱でありました岡崎市南部への大学病院の進出

の決定でありますとか、10 月に迎えます市民会館のリニューアルオープン、そして他にも

新火葬場完成、JR 岡崎駅前には高級仕様のホテルを含みます 320 人使用できますコンベン

ション施設の進出が決定するなど、現在比較的順調に市政が進展しているところでありま

す。そしてこの 100 周年を契機といたしまして、本市の経済の柱であります「モノづくり」

に並ぶもう一つの柱として、観光産業というものをぜひ育て上げたい、このように考え、

現在さまざまな施策に取り組んでいるところであります。

これは本市の長年の課題でありました「乙川の水辺空間の活用」や「東岡崎駅の再開発」、

そして近年、全国的な課題となっております「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」といったさまざまな問題を、民間の皆さまと一緒に取り

組んで行こう、こういうものであります。これまでも個別で対症療法的な施策はあったわ

けでありますが、このように総合的に行う計画というのは今回が初めてのことでありまし

て、またこうした事業というのは、総合的に行わなければ十分な効果もない、このように

考えております。

この度そうした私どもの取り組みというものが評価を受けまして、リバーフロント地区

の整備につきましては、昨年の 3 月に国の「かわまちづくり」事業の認定を頂き、現在多

くの補助金を得て、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。今ど

き、国は大変渋い事業査定をしておるわけでございますが、総事業費の半分近く国庫補助

で行っていただける事業というのは、よそのまちでほとんど例がないわけであります。先

日も愛知県市長会の席でこのことの質問を受けまして、ご説明を申しあげましたところ、

大変うらやましがられたところでありますが、しかしこれは私たちの十分な準備と対策を

してきた結果であると思っております。

またこの 5月には国の「歴史まちづくり」の事業認定も受けることができました。この

「かわまちづくり」と「歴史まちづくり」の両方の事業認定を受けているのは、愛知県下

では、現在岡崎市だけでありまして、全国的にも大変まれなことだと言われております。

さらに今月に入りまして、優れたまちづくりに取り組む地区に贈られます「まち交大賞」

という賞があるのですが、そのうちの「まちづくりシナリオ賞」を受賞するなど、岡崎市

のまちづくりというのは、国のお墨付きを頂くとともに、今では全国から注目を浴びる事



3

業として順調に進んでおるわけであります。そしてこのような認定や受賞というのは、単

に栄誉であるというだけではなくて、今後の国との交渉、特に補助金を申請する際の絶好

の交渉材料、説得力になるわけでありますし、また県からの協力を得るための大きな力と

なります。殊に川の関係の事業を進めるときに、国は OK と言っているのですけれども、県

から OK が出ないということがよくあるのですけれども、私どもが「かわまちづくり」の承

認を得ましてから、県が大変協力的になっておりまして、本当にありがたいことだと思っ

ております。行政の遂行にはこうした要素というものを、上手に使っていくことが大変重

要であります。

このように第三者の目によります評価を頂いておるわけでありますけれども、中にはま

だ「橋のために 99 億円も使ってけしからん」とか、「そんな金があるなら福祉に使え」と、

こういったご意見を言われる方もみえるわけでございますが、もっともこれはわざとそう

したニセ情報を流す人たちがいるからでありますが、これは橋だけで 99 億も使っているわ

けじゃございません。東岡崎駅前の再開発、乙川の河川改修、そして中心市街地の整備事

業、そうしたもろもろの総額である。こういうことや特定の事業に対して国から頂いてい

る補助金というものは、目的外に使用することは、これは法律上許されないことでござい

まして、そういったことをぜひご説明いただけたらと思っております。

さらに言えば岡崎の福祉事業、福祉政策っていうのは全国的にも先進的なレベルのもの

でございまして、決して今回のまちづくりに関する事業はそうしたものを犠牲にしたもの

ではないことをご理解いただきたいと思っております。先日、北海道から岡崎に引っ越し

ておみえになった方が岡崎市に諸手続きにみえまして、そのときこういう言葉を言われた

そうであります。「同じ日本の中に、こんなに多くの社会福祉補助がある所があるというこ

とを知って本当にびっくりしました」。私もこの話をまた聞きで聞いたのですけれども、大

変うれしく思ったところでございます。

現に国土交通省の高官からは、今回の事業を説明に行きましたときに、「もしこの予算で

これだけの都市改造というのができたら、それはすごいことですよ」。こういった激励の言

葉もいただいておるわけでありますし、私たちも国や県のモデルケースとなるように頑

張っておりますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。

さて、リバーフロント地区の整備におきましては、殿橋と明代橋のライトアップが始ま

りまして、これまで真っ暗闇でありました夜の乙川の景観というものが大きく様変わりし

てきております。7 月 1 日には市制 100 周年を記念いたしまして殿橋、明代橋のライトアッ

プを行いました。その節には愛知県の協力で、西三河総合庁舎に、今ご覧になって分かる

と思いますけれども、この右側の建物の上のほうに、100 の数字が窓を使ってスペシャル

ライトアップされておりますけれども、こんなご協力をいただいておるわけでございまし

て、今後も季節やイベントに合わせた演出というものを考えていきたいと思っております。

さらに建設中の人道橋につきましても、ライトアップの予定となっておりまして、人道

橋の完成の暁には、この三つの橋にそれぞれの個性あふれる光の共演というものを市民や
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観光客の皆さまがたに楽しんでいただきたいと思っています。3 月に殿橋の点灯式を行っ

たわけでありますけれども、このときに私と市議会議長がスイッチを押した瞬間に、近く

のマンションの上から思わぬ声が聞こえてきまして、「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ったわけであります。その声を聞いたときには、この仕事

を続けてきたことを本当によかったなぁ、こんなふうに思った次第であります。

さらに夜よくニューグランドホテルで会合があるわけですが、その際私はいつもうちま

で歩いて帰ることにしておりますけれども、乙川沿いを見ながら歩いておりますと、見知

らぬ人から突然、「岡崎をきれいにしてくれてありがとう」、こんな声を掛けられることが

ありまして、そうしたときにも大変うれしく思うものであります。

またニューグランドホテルの前の堤防道路や河川敷の整備が完了したことによりまして、

最近では若者だけではなく、高齢者のカップルも多く川沿いを歩いている姿が増えており

ます。そしてゴールデンウィークのときにはこどもまつりが行われたわけでありますけれ

ども、水辺で語らう母子のほほ笑ましい姿が幾つも見られまして、既に多くの方の新たな

る憩いの場所となっているなぁ、こんなふうに思っております。私たちが目指しておりま

すリバーフロント計画というのは、もちろん観光資源も考えておるわけでありますけれど

も、それだけではなく、かつて私たちの生活の中に当たり前のようにあった潤いの時、幸

せの空間というものを取り戻し、それを再現することでもあるわけです。

次に、現在建設中の人道橋から籠田公園を結ぶ中央緑道につきましてであります。仮称、

岡崎セントラルアベニューとして公園エリアを整備していくわけでありますけれども、当

初は今ある歩道を東側に一つにまとめてしまうといった案をたたき台として出しまして、

もちろんこれはあくまでたたき台でございまして、専門家や沿線の皆さまがたのご意見を

伺ってまいりました。当初からそうした手順で計画を進める予定となっておったわけであ

りますが、しかし、この原案に対しましては、歩道を片方に寄せてしまうとそちら側の方

の車の出し入れに支障があるということだとか、また防風林の役割をしておるというふう

に捉えておみえになる方もありまして、「その木を切るな」とか、また逆に「木が覆い茂っ

ていて夜は暗くて歩けない」。「なんか怖くて歩けない」。それから「坂道を自転車が勢いよ

く下って、この辺は危ない」。そういったさまざまな地元の意見をいただきまして、そうし

たご意見を受けて、現在は今ある緑地帯の真ん中で、もう少し広げていくと。そしてそれ

とともに空間やイベントスペースとして活用できるようにする。そして、歩道や車道につ

きましても、もう少し利便性がいいように、再整備していく。こういった方針の下に、ワー

クショップなどを通じまして、地域住民の皆さまがたの生活環境や道路交通の安全性、そ

してより美しく快適な空間としてこの地域を整備していきたい、このように考えておりま

す。

またこのセントラルアベニューの完成の暁には、徳川四天王の石像をこのエリアに設置

することとしておりますが、本年度中には今、石工団地で造っております石像ができてま

いりますので、これを市民の皆さまがたに、籠田公園に仮設置をしてお披露目をしようと、
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こういった計画であります。幸い今年の NHK の大河ドラマ『真田丸』がありまして、また

来年は井伊直政の養母であります井伊直虎が主人公といった、家康公と四天王に関わりの

深い内容が続きますので、このタイミングにしっかりと岡崎を PR してまいりたいと考えて

おります。また四天王の像は、単に石像を造るというのではなくて、その武将が活躍しま

した歴史的な一場面を切り出したデザインをしておりまして、そしてそのことが十分市民

や観光客に分かっていただけますよう、景観に配慮した分かりやすい表示をしたいと思っ

ておりますし、さらに今はやりのスマートフォンを活用しまして、スマートフォンを看板

に近づけると、3 カ国語ぐらいの解説が聞ける、こういったセンスのよい解説方法という

ものも考えていきたいと思っております。

そしてこうした工事の過程などで、桜などの樹木を伐採していることがあります。戦後

の復興期に、日本全国の各地で一斉に植えられましたのがソメイヨシノであるわけでござ

います。ソメイヨシノは見た目にも大変美しい花でありますけれども、残念なことに寿命

が 60 年ほどと短く、加齢に伴う衰弱によりまして、今、日本全国で倒木の危険性というの

が問題となっております。そうしたことから、今回の整備におきましても事前に樹木医の

方に木を 1 本 1 本チェックしていただきまして、その中で老朽化の著しい木、やむを得ず

そうしたものを伐採したものでありまして、伐採した木は今ご覧いただいておりますとお

り、真ん中が空洞化していたり、腐りかけた老木でありますのでぜひご理解いただきたい

と思っております。そして決して木は切っておるばかりではなくて、現在同時進行で『さ

くら 100 年プロジェクト』というものを進めておるわけでございますが、市内の各地に開

花時期の異なるさまざまな桜を植えていくことによりまして、新しい桜の名所をつくり、

そして長い期間、岡崎市内で桜を楽しんでいただけるようにするようにしておるわけでご

ざいます。そしてこれからさらなる高齢化社会を迎えるわけでありますけれども、車に乗っ

てわざわざ遠くの名所まで行かなくても、近所の公園でも桜が楽しめることができる、そ

んな環境づくりもしたいと思っております。

そして公園というものは今まで子どもの遊び場という考え方が強かったわけであります

けれども、これからは高齢者の皆さんも楽しんでいただけるように整備をすることが必要

であると思います。だいいち、公園に高齢者、年配者の方がおいでいただけるということ

になれば、それは子どもにとっても安心だと思っております。

そしてその公園を整備するときに、さまざまな施設を造るわけでございますが、人道橋

も同じでございますが、そのときには額田の木々をそうしたものに使っていきたいと思っ

ておりますし、併せて山林対策にもそれが寄与することになると思っております。そして

岡崎はもともと桜の名所であります。7 月 1 日の市政記念日の折には市の花として現在の

藤に加えまして、桜も市の花として追加させていただくことになりました。よく「市の花

が二つあっていいのか」こう言う方がございますけれども、市の花を二つ三つ持っている

都市って結構多いわけでございまして、今回の岡崎もその仲間入りをしたわけであります。

次に東岡崎駅に新たなる岡崎市のシンボルとして設置を進めております、徳川家康公の
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像についてであります。「岡崎市は家康公のふるさとと言うけれども、駅前にまともな像一

つないではないか」、こんなことを言われて悔しい思いをしたというお話は何度もさせてい

ただいたところであります。そこでこの度わが国の銅像制作の第一人者と言われます神戸

峰男先生にお願いをいたしまして、松平元康から徳川家康と改名した、この岡崎にいた 25

歳当時をイメージした馬上で弓を持つ若き日の家康公像を制作していただくことになりま

した。ご覧の写真がそのイメージであります。これは 10 分の 1の粘土を写したものであり

ますが、実際出来上がるものは実寸の 1.5 倍ほどの大きさになります。そしてお顔は京都

に知恩院っていうお寺がございまして、そこに木彫の極めて写実的な家康公の若い日の木

彫があるわけですけど、それをモデルにして作っていただくことになっております。

今回の家康公像というのは、公共でポンと造ってしまうのではなくて、市民の皆さまが

たにご寄付をいただきまして、その浄財により制作してまいりたい、このように考えてお

ります。これは欧米でよく行われる手法でございますが、自分たちで造った自分たちのシ

ンボルである、こういう意識を市民の皆さまがたに持っていただきたいということからで

あります。でありますので、金額の多少に関わらず、子どもたちでも「あの像を造るのに、

僕のお小遣いを使ったのだよ」、こんなふうに自慢してもらえるように市内の各所に募金箱

を設置する他、個人向けのふるさと納税によります寄付でありますとか、団体向けの寄付

など、さまざまな方法を用意しておるところであります。どうぞこちらのほうも温かいご

支援をお願い申しあげます。

岡崎というのは、本当にありがたい所でございまして、歴史や文化、伝統というチャン

ネルでお話をし、ご協力を申しあげますと、本当に多くの方がその心に応えていただける

わけでございます。今も着々と寄付金が集まっておるところであります。また、これは余

談でありますけれども、この家康公というのは、実は乙川を挟みまして、岡崎信用金庫の

本店の上階の来賓席から、ちょうど見えます場所に設置されることになっておりまして、

先般、私が岡信の会長さんにお会いしたときに、「まるで岡信様のために設置するようなも

のですね」と、余計な一言を申し上げたせいではないかと思いますけれども、先般、多額

のご支援を頂くことができたわけであります。催促したわけではないのですけれども、申

し訳なく思いますとともに、本当に感謝を致しております。

像の完成は平成 30年度の予定となっておりますけれども、明治維新後に広められました

狸おやじ的な家康公のイメージというものを払拭し、岡崎の新たなるシンボルとして市民

の皆さまがたに末永く愛される銅像になることを期待しておるわけであります。とかく大

河ドラマ、歴史小説などによりますと、陰謀家で敵役に描かれてしまう家康公であります

けれども、実際は応仁の乱以来、200 年にも及ぶ戦国時代というものを治め、300 年にわた

る太平の時代、江戸時代の基を築いた方でもあるわけです。今、日本の伝統、文化、日本

食と、私たちが誇っておりますものの多くは、この平和の時代に完成されたものでありま

して、私たちはその事実を、地元の人間としてもっと誇りに持ち、この岡崎からその事実

も発信していきたいというふうに考えております。
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次に歴史まちづくりについてであります。今回リバーフロント地区の整備を進めていく

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

ていることが判明したわけです。これは菅生川端石垣と呼ばれるものでありまして、絵図

によりましてその存在というものは知られておりましたけれども、実際現地に行ってみま

すと、草や土に覆われておりまして、残存状況というのはよく分かっていなかったわけで

あります。私もそんなものがあったりしても、岡崎空襲のときに吹き飛ばされてなくなっ

てしまっているだろう、こんなふうに思っていたのですけれども、今回調査を行いました

ところ、400 メートルの石垣が、ほとんどそのまま絵図のとおりに残っているということ

が分かったわけであります。これは現存する石垣といたしましては、国内で最長、日本一

のものであります。

また、石垣の元を掘ってみましたら、高さは最大で 5 メートルありまして、その歴史的

な価値というのは大変高いものであるということであります。今は棒が立て掛けてありま

すけれども、人が立っている所から下に 2 メートルぐらい茶色になっていると思います。

あの部分は、明治期に河川改修のために土を入れて埋めた所だそうであります。その下の

ねずみ色の部分、黒い部分と分かれておりますけれども、ねずみ色の部分がたぶん江戸期

の川の河川敷の位置だと思います。その頃はダムも何もございませんでしたから、増水の

たびに上からの汚泥が流れてきてそういう色になったのだろう。そしてその下の黒い部分

はそれより以前の時代のものだそうであります。こういったことも分かりますので、何と

かこうしたものを残したいと思っとるわけであります。

先般、大学の教授に来ていただきまして、現地説明会を行いましたところ、1 日に 3000

人を超える方がお集まりになりまして、歴史、お城の愛好家の多さというものを改めて認

識した次第でございます。

そして、この石垣を全部元どおりに再現できないか、こういったご意見も頂いておるわ

けでございますけれども、現在もこの石垣は河川敷の中にございまして、堤防の役割を果

たしておりまして、現在の河川法上の決め事で、これを元に戻すということができないと

いうことになっております。しかし、大変貴重なものでございますので、何とかこの一部

分を観光用として透明パネルを上に張って、石垣の高さが見え、先ほど言った歴史的なも

のが判別できるような、そういったふうにできないかということをただ今愛知県と協議を

しておるところであります。

このように岡崎市内にはまだまだ発見されていない歴史的な資産というものが埋もれて

いる可能性が多いわけであります。また大樹寺や伊賀八幡宮など、数えてみますと名古屋

よりも数が多い 13 もの国の重要文化財に指定された建造物があるわけですけれども、それ

らが十分に活用されているかというと、活かされていないわけであります。

そこで今後は滝山寺の鬼祭りなどの祭事を始めといたしまして、くらがり渓谷や鳥川の

ホタルに代表されます額田の豊かな自然や八丁味噌や駒立ちのぶどうに、六ツ美のいちご

と、お隣でありますけれども、幸田の筆柿といった、そうした食べる楽しみに加えまして、
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本市の経済の柱であります「モノづくり」、こうしたものを体感する産業観光なども加えま

して、市内の各地に分散するそうした観光資源を線で結ぶことが重要であろうと考えてお

ります。

毎年岡崎にはアメリカの大学生が 20人ほど訪ねてきますけれども、お城とともにトヨタ

や三菱の自動車の組立工場を見学して、大変興味深く視察しておるところであります。さ

らに季節ごとのさまざまなストーリー性のある観光コースというのも用意して、こちらか

ら積極的に売り込んでいく、そういった姿勢が必要だろうと思っています。

併せて観光を売り物にするためには、周遊できるコースの設定だけではなくて、各地に

観光バスで駐車ができる、そういった駐車場対策をしっかりしていかなければならないと

考えて、今準備をしております。

こうした新たなまちづくりに向けまして、現在多くの市民の皆さまがたと議論を進めて

おるところでありますけれども、学生や一般の主婦のかたがたからも、行政ではとても思

いつかないような斬新でユニークなアイデアの提案をいただいております。この夏、リバー

フロント地区におきましては、乙川ワンダーランドと名付けまして、殿橋のたもとにオー

プンカフェを作ったり、水辺でキャンプやバーベキューができるような仕組みを作ったり、

さらには河川敷でビアガーデンなど、市民の皆さんのアイデアによりますさまざまなイベ

ントが実施されることになっております。私たちでしたら殿橋のたもとにテラスを作って

オープンカフェをやるなんてこと、最初から県に聞けば駄目だと言われるし、国も許可し

ないだろうと諦めてしまうわけですけれども、民間からは本当にそうした自由な発想が出

てまいりまして、実際それを国に持って行ったら、国交省の担当官が「それは面白いね」

という声で迎えてくれまして、大変意外なことでありましたけれども、そういった民間の

新たな発想、アイデアというものはこれからも参考になろうと思っとります。

そして昨年の暮れに開催いたしました、乙川に LED ボール 3 万個を流す大変な行事があ

りましたけれども、今年も民間の皆さまのお力をお借りしまして、今年は 9 月に開催の予

定で、ただ今準備を進めておるところであります。私たちが公共による単なるハード整備

を行うのではなく、そうしたものを使って、いかに岡崎市内ににぎわいを創出していくか、

こういったソフトの面をあくまで重視しておるのでありまして、こうした事業を通じて、

まずは民間の皆さまがたに大いにもうけていただきまして、その結果として行政には税金

として収益が上がる、こういったあくまで民が主体でまちづくりということを考えておる

わけであります。

さらにこうした活動によりまして、河川空間が市民の憩いの場となることはもちろんで

ありますし、川沿いにカフェやレストラン、さらには本市の長年の課題でありますホテル

の進出にもつながると期待しておるわけであります。岡崎に本格的なホテルがないという

ことが、これからの岡崎の観光の最大の弱点であり、課題であるとも考えています。外か

らせっかくお客さんが来ても、やはり長く滞在していただくことによって、岡崎を理解し

ていただけるわけでありますし、ただ長く滞在していただいてお金を使っていただくこと



9

が、大きな利益にもつながる、このように考える次第であります。これから観光産業にとっ

て、これが大きなポイントであると考えております。もし国内の事業者でこれをやってい

ただけないというならば、外資でも結構ですので、何とか一流のホテルの進出を促したい

というふうに考えており、只今も努力をしております。

私たちもその方向で民間の力を誘導するため、既にそうした提案や、声掛けを具体的に

沿道の地主さんや事業者の方にも行っておるわけでありますけれども、もし皆さまがたの

中によいお話があるならば、ぜひご紹介いただきたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願い申しあげます。

もう既に岡崎の変化というものを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も進化いたします。あと 10 年もすれば、ヨーロッパの街並みにも決

して負けない岡崎独自の景観を生かした都市になりますので、ぜひご期待いただきたいと

思っております。将来「あの時代の市政があったからこそ、今日の岡崎がある」、こんなふ

うに言っていただけるようなまちづくりを目指してまいりますので、どうぞ引き続きのご

協力のほどお願い申しあげます。

以上、きょうは今後のまちづくりを中心にお話を申しあげましたけれども、これからも

引き続き岡崎の経済の根幹であります「モノづくり」への支援をしっかり行い、医療や福

祉、防災や教育といった基本政策の推進を通じ、市内全域への目配りも怠らず、このまち

に生まれ育った子どもたちが、ふるさと岡崎に対してより大きな愛情と誇りを持てる、そ

んな夢ある新しい岡崎づくりに向けて頑張ってまいりたいと考えております。そして再び

市政を担わせていただくべく、この秋には、市民の皆さまがたの審判を受けたいと思って

おります。皆さまがたに「2 期目も頑張れ」と言っていただけますよう、これからも全身

全霊で頑張ってまいりたいと考えておりますので、一層のご支援とご協力、重ねてお願い

申しあげまして、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。

司会－ それでは学区福祉委員会連絡協議会のご紹介をお願いいたします。

団体会長－ 学区福祉委員会連絡協議会は、学区福祉委員会相互の連絡調整を図り、学区

の福祉活動を推進することを目的に、平成 21 年 12月、当時はまだ市内 44 学区だったので

すが、その福祉委員会により設立されました。以降、連絡会議等で学区相互の意見交換等

を実施し、地域福祉の推進に取り組んでおります。学区福祉委員会は孤立死を防止するこ

とを目的に、平成 10年に五つのモデル学区で設立されました。まずは一人暮らし高齢者の

安否確認から活動をスタートしました。その後、小学校区単位で順次設立され、平成 23

年度に全小学校区に福祉委員会が設立されました。現在では全学区の福祉委員会が連絡協

議会に所属しております。

福祉委員会の構成委員は総代、民生児童委員、老人クラブ、社教委員と、各町内の主要
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な役員や町内から選出されたかたがたで構成されております。現在では一人暮らし高齢者

の見守り訪問、介護予防を目的とした「いきいきクラブ」、誰もが歩いて行ける居場所、つ

まりサロンづくり、よりよいまちづくりを目指して福祉に関する研修会や広報誌の発行と、

地域の実情に合わせた活動をしております。

われわれ福祉委員会の予算は岡崎市からの各委員会への一律 20 万円と、社会福祉協議会

より各学区で集めた赤い羽根及び歳末募金の 21 パーセントが交付されております。学区福

祉委員会として実際に住民により近い所で小地域福祉活動を実施している中で、いろいろ

な活動や迷い、また困難な場面に遭遇することが多々あります。地域住民が住み慣れた地

域で安心して暮らし続けることができるまちをつくるために、今後も福祉委員活動を継続

する中で、少しでも迷いなく活動できるように、この後役員等より質問・要望をさせてい

ただくことになりますが、よろしくお願いいたします。

以上簡単ではありますが、学区福祉委員会連絡協議会の紹介をしてごあいさつといたし

ます。

司会－ それでは団体からの要望、提案を発表していただきます。

団体会長－ 災害時避難行動要支援者支援制度についてであります。災害時避難行動要支

援者支援制度について岡崎市から、災害時避難行動要支援者登録台帳が配布されておりま

す。地域の 3団体、つまり総代会、民生委員、それからわれわれ福祉委員会、この 3 団体

に名簿が配布されております中、どの団体がどのような役割を果たすことが望ましいのか

が不明確であるため、登録台帳を十分に活用できていないのが現状です。市からは「町ご

との実情に合わせて活用してほしい」と言われておりますが、ほとんどの学区、地域では

うまく連携が図れず、活用できずに数年が経過しているのが現状であります。その現状を

踏まえて、市として、この制度や登録台帳をどのように町で活用すべきかと考えているの

かをお聞きしたいと思います。3 団体のうち誰がイニシアチブを取り、どのような役割を

担うことが望ましいかなど、具体的な取り組み方法を示し、名簿を配布している団体に周

知して欲しいと思います。

また災害対策基本法の中で、「避難行動支援のために取り組むべき事項として、平常時か

ら個別計画の策定を進めることが適切である」と言われておりますが、岡崎市として個別

支援計画を立てることについては、どのように考えているのかをお聞きしたいと思います。

司会－ それでは回答を市長お願いいたします。

市長－ 学区福祉委員会の皆さまがたにおかれましては、先ほど申しあげましたけれども、

日頃から地域の見守り活動を始めといたしまして、地域の福祉活動にご尽力をいただきま

して、改めて感謝を申しあげたいと思っております。
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ご存じのとおり、この 4 月に発生いたしました熊本地震におきましては、熊本から大分

にかけて甚大な被害をもたらしておりまして、今なお避難生活を余儀なくされていらっ

しゃる皆さまも大勢みえるわけであります。この地域におきましても、南海トラフ巨大地

震の発生が危惧されておりまして、北や南で大きな地震が起きていて、真ん中だけ起きて

ないので、余計心配でございますけれども、もしそうした災害が起きた場合、本当に皆さ

まがたのお力に頼るしかないと考えています。実際に災害が発生した場合、まずは自助、

共助ということが大変重要になってくるわけであります。この災害時避難行動要支援者支

援制度につきましては、高齢者、障がい者、災害発生時の迅速な避難支援というものを目

的としたものでありまして、日頃からの見守り活動や地域福祉活動というものが大変有効

であると考えておりますので、皆さまにおかれましては、今後ともどうぞこの方針でご協

力のほどよろしくお願い申しあげます。詳細につきましては、担当部長からご回答させて

いただきたいと思います。

福祉部長－ 会長さんからのご提案でありました、まず災害時避難行動要支援者避難のこ

とにつきまして、制度や台帳での地域の活用の考え方ということについてお答えさせてい

ただきます。

本制度でございますが、地域支援者皆さまで名簿や名簿の情報を使って災害が起きたと

き、それと災害の発生が予想されるときなどに、サーのサーでなくて、日頃からちょっと

準備をしていただこうというので行っているものでございまして、災害が起きたときには

要支援者の方っていうのは、やっぱり取り残されがちになりますので、どのように一緒に

避難をいただくかというのをあらかじめ決めておくというのを目的としております。

この名簿につきましては、市が作成し、先ほど会長さんがおっしゃられたように、総代

会防災防犯協会という名称になりますが、そちらと皆さまの学区福祉委員会、それと民生

児童委員という 3 団体にお渡ししてお願いをしているものでございます。この活用方法で

すとか、3 団体の役割につきまして、会長さんおっしゃられました「市では特に決めてな

い。皆さまの地域でそれぞれ活用をお願いします」ってのは、結論で言っちゃいますとそ

うなのですが、実は一応市のほうでも大まかな、こういうふうにしていただきたいという

ものは持っております。それを配布のときにご説明していると思いますので、それをちょっ

と紹介さしていただきますと、パンフレットの中に次のようにうたっております。「地域に

よって事情が異なるとは思いますが」と前置きがありますが、「平常時の見守りは、学区福

祉委員会さんが中心になると思われます。しかし、災害発生時、いざ災害というときには

地域の支援者の中でも総代さんですね、地域自治を担っていただく総代さん、防災防犯協

会の方が中心になって、避難誘導や救出を行っていただくことになります。そして民生委

員児童委員さんたちの役割といたしましては、何らかの事情があって支援が受けられない

方から、申請を拒否している方、市役所のほうで生活弱者としてつかんでいる方は、民生

委員さんがたが承知しておりますので、そういう方もいざというときのためには、ちょっ
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とフォローをしておいてください」というふうに案内しております。

各学区、地域によってうちの学区は、例えば山間地域のときの避難の仕方と都市部の避

難の仕方と違うと思います。それと総代会においても、年々交代が早いところから、民生

委員さんもトップの方が長くやって、確固たる地位、一番落ち着いているところがあると

思いますので、活用についてはどこがイニシアチブというのはありませんが、先ほど申し

ました、いざ災害というときには総代さんを中心に、事前予防として見守りを行うのは、

いろんな会の人が所属している学区福祉委員さんで、名簿の登録でない人も、把握してい

る所については民生児童委員さんにお願いしたいというのが当局の考えです。ただこれに

限るものではありませんので、説明会の中ではうやむやという言い方はちょっとおかしい

ですけど、オブラートにかぶせて「地域によって事情は異なりますが」という説明してお

りますので、よろしくお願いいたします。

次に個別支援計画についてでございますが、これにつきましては本人の状態ですとか、

避難をする人の状態、老老介護じゃありませんけど、支援をする人の中にも、ご高齢の方

等がみえますので、いざという時に、危ないなというときには、どのような支援方法をし

ましょう、あと救助する人がすごく離れた所にいるときはどうしましょうとか、等々あり

ますんで、そういう情報を見ながら、どのように避難をする、どのように安否確認をする、

そして、援助としてはこの人は病気を持っているからとか、足が弱いからとか、一般の避

難所で共同生活が難しいからという判断を事前にしておいていただきますと、避難のとき

に私どもでは一般の避難所の他に、いざというときの福祉避難所の契約も結んでいますん

で、そちらのほうにも連絡を、そういう方をあらかじめ承知していると、スムーズにいく

のかなと思いますので、その人のケース・ケースによって個別計画を立てておいていただ

きたいと思います。必須ではありませんが、いざ災害というときには、役に立つのかなぁ

ということで考えておりますので、よろしくお願いします。

司会－ ただ今の回答につきまして、よろしかったでしょうか。

団体会長－ 細かな所まで説明いただきまして、ありがとうございました。よく分かりま

した。

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。

団体副会長Ａ－ 学区福祉委員会や社会福祉協議会の知名度について、ご質問させていた

だきます。

地域で福祉委員会活動をしている中で、社会福祉協議会や学区福祉委員会を知らない地

域住民が多いのです。小地域福祉活動を推進していく中でも、もっと社会福祉協議会と学

区福祉委員会の知名度を上げていく必要があると思います。
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さて現在、社会福祉協議会の広報誌が年に 3 回しか発行されていません。発行回数を増

やすには、金銭的にも負担が厳しく、また各戸配布していただく総代側にも負担が増える

ということで、発行回数を増やせていない状態であります。学区福祉委員会の活動は、社

会福祉協議会の広報誌の中で紹介していただいているため、社会福祉協議会の広報誌の発

行回数を、少し増やすことについて、市として積極的にご協力をいただけたらと思ってお

ります。以上が質問でございます。よろしくお願いいたします。

司会－ ありがとうございます。それでは部長お願いいたします。

福祉部長－ 地域福祉活動は、社会福祉協議会と学区福祉委員会が中心で行っている、そ

のとおりでございます。先ほどの災害時避難行動要支援のところで申しました総代会さん、

結構皆さんに知られていますね。民生委員さんの活動も、結構知名度が高いということで、

おっしゃるとおり実際の地域福祉、今のはやりで言う地域包括ケア、地域福祉の担い手は、

社会福祉協議会と学区福祉委員会さんです。その知名度が低いので、モチベーションも下

がるのではないかということだと思います。本日は社会福祉協議会の担当の職員も出向い

ておりますので、後ろにいますので一緒にお聞きいただきたいのですが、社会福祉協議会、

学区福祉委員会の活動の市民の皆さまが理解いただくことは、先ほど申しましたように、

活動している人の意欲の向上には必要であると思います。やりがいがないとやる気も起き

ないですよね。必要であろうと思います。

現状の、先ほども副会長がおっしゃられるように、広報というものにつきましては、社

会福祉協議会が作っている広報誌、年 3回の中に学区福祉委員会の活動も入れて、市政だ

より、これは月 2 回出していますので、そこに入れ込んでやっているということでござい

ます。社会福祉協議会の広報誌の年 3 回というのが増やせないのかというのが一点あった

と思いますけど、この年 3 回のうちに岡崎市としても、この広報誌に補助を出しておりま

して、今現在年間で 75 万円ほどの社会福祉協議会の広報誌用の補助を出しております。そ

の市の補助を増やせばもうちょっとできるのかな、あと社会福祉協議会の人員も今ギリギ

リでやっていますので、そこら辺も増やせばできるかなとは思いますが、今の協議会の人

員と市の補助の基準から見ると、申し訳ないですけど、今の段階で社会福祉協議会の広報

誌の回数を増やすというのは難しい状況です。

しかし広報というのは、広報誌だけではありません。若い方たち、いつ頃をもって若い

方というのか分かりませんが、結構インターネットの社会というか、スマートフォンの社

会というのか、今そちらを見るほうが結構多いです。新聞を取らない方も本当に増えてき

ているようですね。ですからホームページですとか、インターネット、SNS 等に社会福祉

協議会や学区福祉委員会の広報を盛り込めないかというのを当たってみました。社会福祉

協議会のほうで確認しましたところ、学区福祉委員会の活動、それから社会福祉協議会と

してのこんなようなのを出しているよというのを、社会福祉協議会のホームページには中
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身が書いてありませんでしたので、そこをまず社会福祉協議会さんのほうにはアップして

いただけるように、私のほうからお願いしておきます。で、社会福祉協議会さんと学区福

祉委員会さんは表裏一体ですので、学区福祉委員会さんにも独自でホームページをアップ

しているところが確かあったような気がします。社会福祉協議会がそのホームページの中

で、地域活動のところをアップして頂いたら、それを参考にまだ一緒にやっていますよと

いうのを、ホームページや SNS でアップしていただけたらなと考えております。

司会－ ただ今の回答につきまして、よろしかったでしょうか。

団体副会長Ａ－ ちょっとお聞きしたいのですが、社会福祉協議会からのホームページっ

ていうのですか。これがね、月 3回しかないということで、これ、過去、福祉委員会でホー

ムページを毎月出しておるはずなのですけどね。これ、私ちょっと分かりにくかったので

すけどね。

司会－ 部長お願いいたします。

福祉部長－ まずそれぞれの学区の福祉委員会さんでホームページを出している所が見え

ると。そして、一緒にやっている社会福祉協議会は、社会福祉協議会独自のホームページ

があるのですよね。その中に「おかざきの社協」というので、学区福祉委員会さんを案内

しているのだと思いますけど、そこの内容が今のところ社会福祉協議会のホームページに

ないものですから、それを入れると学区福祉委員会の宣伝にもなるのかなあと思って、一

応社会福祉協議会には打診をして、内諾まではいっているそうですんで、社会福祉協議会

のホームページがもうじきリニューアルされる、変わると思いますので、その中で「おか

ざきの社協」、学区福祉委員会さんを紹介している「おかざきの社協」というのがアップす

ると思いますので、ご期待くださいということでございます。

団体副会長Ａ－ 分かりました。

司会－ それでは次の要望提案をよろしくお願いいたします。

団体幹事－ 高齢化社会の中で、孤立死、孤独死をどう防いでいくか、マイナーな問題か

もしれませんが、顕在化しております。今年に入って藤川学区で 2 件、孤独死の報告がさ

れております。人間最後の瞬間に誰にもみとられずに亡くなるというのは非常に寂しい話

でございまして、こういった件数を少しでも減らしていくにはどうしたらいいか、この点

についてご質問させていただこうと思っています。

最近ニュースなどでよく自助・共助・公助という言葉を耳にします。いつまでも安心し
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て暮らせるまちをつくるために、特に共助の部分で、学区の福祉委員会は、孤独死や孤立

死を防ぐために、見守り訪問を行っております。対象者の数や頻度については、それぞれ

の学区の基準で一律ではございません。孤立死を防ぐために、毎日見守り活動っていうの

は、事実上難しい話で、現実には隣近所とコミュニケーション取っていただいて、何か異

変があればというのが一番発見しやすいケースなのですが、それでも社会的に孤立して見

えるような方もおみえになりますし、こういった部分で公助の部分で、岡崎市としてこの

問題をどう考え、何か仕組みづくりを検討してみえるかどうかお尋ねしたいと思います。

司会－ それでは回答につきまして部長お願いいたします。

福祉部長－ 孤立死についてのご質問をいただきました。警察署で孤立死、孤独死ってい

うのは、一応数はつかんでいます。確認しましたところ、岡崎市の岡崎警察署管内で、年

間 60 から 70名ほどの孤立死や孤独死がみえるそうです。正確に言うと、孤立死と孤独死

というのは違うようなのですけど、私どもから、一般の人から見ると似たようなものなの

でお願いします。

ご質問の中ですが、皆さまにやっていただいておる「高齢者の地域見守りネットワーク」

というところですかね。私ども公的な福祉サービスがどうしてもできない部分があります

んで、それを埋める重要な施策であるということで、感謝申しあげているところでござい

ます。

じゃあ一方の岡崎市では何やっとるのだということでございますが、この孤立死、孤独

死に対する仕組み、政策でございます。まずお亡くなりになる方、先ほど年間 60から 70、

孤立死の方がみえると言いましたが、ほとんどが 60歳以上の一人暮らしの方が多いようで

すんで、岡崎市といたしましては 65 歳以上の一人暮らしで要介護認定を受けている方と、

75 歳以上の後期高齢に入りました高齢者世帯の方に 1 日 1 食のお弁当、配食サービスと言

われるものなのですけど、1 日 1 食のお弁当を届けて見守りを行っている。1 日に 1 食全て

無料じゃありません。自己負担が一部出ますが、そういうのをやっています。

もう一点、あと、一人暮らし高齢者で健康面のリスクが高い方と障がいで一定要件に当

たっている人には、今度は倒れて連絡が取れなくてそのままという例もあるようなので、

ペンダント方式で倒れた時にボタンを押すと、連絡員にその情報がいくという緊急通報シ

ステムというのをしております。

更には平成の 25 年から、地域の新聞配達所、電気、水道、ガス会社、金融機関等の民間

事業者の方が、普段町中を回ってみえますよね。そうしたときに、普段とおかしいな、ちょっ

とこれ認知も含めて見ているのですけど、最近見なくなったなとか、言うことがおかしい

な、足取りがおかしいなという方を見つけたら、お知らせいただこうという、「岡崎市高齢

者見守り支援事業所」というのを事業者に協力をお願いして始めました。今現在で岡崎市

内 263 の事業所の方がこれの協力団体となっていただいておりまして、今までに延べ 23
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件の連絡、緊急の通報をいただいて、孤立死が防げたりというふうにつなげることができ

ております。今後の皆さまのご意見等を伺いながら、地域の皆さまと協力して、この孤立

死問題にも対応していきたいと思います。

団体幹事－ ご丁寧なご説明どうもありがとうございました。

司会－ それでは次の要望提案をよろしくお願いいたします。

団体副会長Ｂ－ 私のほうからは高齢者の移動手段についてご質問したいと思います。私

たちは日頃、学区や町内会単位で、引きこもり防止や介護予防のためのサロンを開催して

おりますが、会場まで歩くことができないため参加できないという高齢者が多々ある。ど

この学区にもあるということを伺っております。そのためにサロンスタッフによって、車

で送迎はできるものの、万一事故が起きた場合、責任問題になったときのことを考えると、

そう簡単ではないなというふうに思われます。また公共交通機関が運行していない交通不

便地域があり、コミュニティーバスなどによる移動手段の確保が必要な地域もあることが

事実なのでございます。

地域の諸課題の解決策の一例として、藤川学区では買い物難民を出さないため、また外

出支援の一環として、買い物バスを走らせていらっしゃいます。しかしながら、そのマイ

クロバスの借り上げ料金も高額で、継続維持するのが極めて困難になりつつあるというふ

うに伺っております。また一方で高齢者による車の事故、アクセルとブレーキの踏み違え、

道路の逆走など、高齢者が加害者になるケースも増えてきております。そういったことに

より運転免許証の早期返納が促されているのも事実でございます。

今後私たちが小地域福祉活動をしていく上で、このように高齢者の移動の問題は避けて

通れない問題であります。一つの施策で全てが解決することは難しいとは思うのですが、

岡崎市としてこれらの問題について、今後どのように対応していくか、考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

司会－ 部長お願いいたします。

福祉部長－ 今まで４つの中で、一番私、難しいというのか、歯切れが悪いと思いますの

で、あらかじめご承知ください。難しい内容だということでございます。

まず地域の諸課題の解決ですとか、地域のコミュニティー活動の活性化のために、皆さ

まがた地縁組織が行う地域活動につきましては、岡崎市の「地域協働推進事業費補助金」

というのがございまして、そこで補助を実施しております。今おっしゃいました藤川学区

の買い物バスの補助もそこから出ているものでございまして、開始から 3年を経過してい

るというふうに伺っております。これにつきましては、地域自主活動のモデルケースだと
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いうことで、岡崎市のみならず、県内外からも注目を浴びているところで、本来ですと 3

年の補助が切れるという話のようなのですけど、それを延長できないかというところで、

担当の部署で、今協議を進めていただいております。少なくとも来年の１月に、岡崎で地

域福祉サミット、全国で唯一のやつをやりますので、そこでこれがないとちょっと私ども

としては寂しいなと思っていますので、継続できますというお答えがいただけるように努

力をしてまいります。

さて高齢者の移動支援につきましては、一つの方法として、介護保険制度の中で検討し

ているところがございます。これ何かといいますと、介護保険制度、昨年の 4 月に改正さ

れた中に、要支援者、高齢者に対する住民のサービスを、介護保険の中で総合事業という

のができるよと、今までは全国一律でしたけど、新たに総合事業をすることが地域ごとで

できるというのが出てまいりました。その中に、調べてみましたら、移送サービス、乗せ

て移動するサービスですね、それも含むことが可能だというのがありましたので、それが

できないかということで、検討をしてみました。

一番の大きな問題は、道路運送法なのですよね。移送事業を介護保険制度でやりますよ、

やっていいですよと言いますと、要はバスだとかタクシーみたいな移送業の資格を取らな

きゃならないというところですが、なんとかうまくやれないかなというとこで考えている

ところです。ですから今すぐこれで介護保険の中で移送サービスが始められるという状態

ではないですけど、岡崎も頑張っているのですけど、多分全国でどこかが知恵を絞って、

こういう方法でやればいいじゃないというのが、多分出てくると思いますので、岡崎も頑

張って探しますが、どっかで、全国でそういうのを見つけたら、それを参考に岡崎バージョ

ンも作っていこうかなというふうで考えております。

またコミュニティーバスの話ですけど、岡崎市では交通不便地域である額田地域におき

ましては、市街地へ行く日常生活の足として、コミュニティーバスを運行していただいて

おります。これは地域の皆さんで、バスの運行時間ですとか、ルートですとか、バス停の

位置だとか、時間表の貼り替えなどをやっていただいて、一定の収支率を確保できること

を運行の条件として市でも援助をしております。

その他、コミュニティーバスではありませんけど、先ほど申しました岡崎市の社会福祉

協議会でも、皆さまがどっかで活用できたらしていただきたいなと思うのですけど、リフ

トカーというのがあるのです。足の悪い方等が、車椅子でそのまま上がれるもので、リフ

トカー2 台を持っておりまして、その貸し出し事業も行っております。高齢者や障がい者

の方で、地域に活動に行く、あとは地域行事等を地域で一緒にやるときに活用できたらな

あと思っております。年間の利用状況調べてみましたら、1 年で 1台 40 回ほどです。まだ

まだ私どもの責任もありますが、皆さまへの周知が足らないと思いますので、どっかで活

用できたら、していただけたらなと思います。

それとお話の中で、運転免許証の早期返納というのがありましたね。交通の便の悪い所

につきましては、やっぱり地域の方、家族の方等々でちょっと乗せていってあげるわとい
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うことが多いと思います。警察のほうからも、高齢者の方の運転免許の返納をというので、

私どもにちょこちょこお話があるのですけど、私どもとして警察の方にお答えしているの

は、一律に年齢制限等で返納するように申し出をしていきますと、困る地域が必ず出てき

ますと。先ほどの額田の人ですとか、山間、あと遠い所の人ですかね、地域の方の乗り合

わせでどこかに行くというのがありますんで困りますと。で、いきいきクラブでよくお話

をするのですけど、高齢者の方は交通事故については加害者にならない、振り込め詐欺に

ついては被害者にならない、というふうで警察にはお願いし、「免許の更新の時期に、この

人はもう免許証返納したらいいなというのは警察のほうで勧めてください。市のほうで一

律にお勧めすることは致しません」と言っていますので、運転免許の返納については、市

は「返納しなさい」とは言いませんのでよろしくお願いします。回答になったかならない

か自信がありませんがよろしくお願いします。

司会－ ただ今の回答につきましていかがでしたでしょうか。

団体副会長Ｂ－ 質問するほうも、これは非常に難しい問題だなあということは、前もっ

て分かっておりましたから、今後ともいろんな所で共に考えていきたいなあと思います。

司会－ 事前にいただいているご要望は以上でございます。まだ少しお時間はございます

ので、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。

団体福祉委員－ ただ今、東京では都知事選をやっておりまして、有力な 3 候補の方、皆

さん待機児童の問題を訴えておりますが、実は 2年ほど前の話なのですけど、うちの学区

の保育園のすぐ目の前に賃貸で住んでいる方が、「私、この子が保育園を出るまでは、ここ

から出ていけません」と言っていたのですが、2 年前に最後の子が生まれまして、その子

が目の前にあるんだけど保育園に入れなくて、岡崎市の近く探したのですがどこもないっ

ていうことで、幸田町のほうに引っ越して行かれちゃったのですけど、それは 2 年前くら

いの話なので、今の岡崎市の待機児童の状況はどんなものでしょうか。

司会－ 市長公室長、お願いいたします。

市長公室長－ 何年か前、こども部長やっとりましたので、今、分かる範囲でお答えさせ

ていただきますと、現実、国の基準でいうところの待機児童というのは、岡崎市は現在の

ところはいない状況です。というのは、地域によって状況はありますが、法律では 30 分以

内で通える保育園があれば、そこへ行っていただける、そこに行ける方は待機児童にはな

らないということですので、正式にはなってないということになります。

ただ今新聞紙上で話題になっている隠れ待機児童、希望する所に入れない、それから延
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長を求めても、そういった所に入れない、そういった方は百何名おるということは聞いて

おります。ただ私ども、緑丘保育園もそうですけども、徐々に夜 7 時までの延長をやる保

育園を増やしておりますし、それから近くでは若松保育園ですとか、今、山中のほうも建

て替えております。それから去年、百々保育園、建て替える所は部屋を広くして、定員を

増やしております。また来年、今度、乳児専用の保育園のほうも、岡崎駅周辺の所につく

るという形の中で、徐々にではありますが、そういった隠れ待機児童解消のための施策を

やっておりますので、まだまだ岡崎市、他の都市と違って人口増えてくと考えております

ので、それについては市長の指揮の下、待機児童解消に向けて、児童育成センターも含め

てやっておりますので、ご理解をいただけたらと思います。

司会－ それではお時間も迫っておりますので、大変申し訳ありませんが、最後に市長か

ら一言よろしくお願いいたします。

市長－ 本当に今日はお忙しい中、皆さんありがとうございました。この機会に私どもも

岡崎の市政が今どうなっているかというお話ができましたし、また皆さまがたの福祉委員

会としてのお話も、私たち具体的な話を聞かせていただきまして、本当にありがとうござ

いました。

きょうの答弁の中で、即、それが答えになったもの、またならないものもあるかと思い

ますけれども、私たちが、皆さまがたがそういった問題に今直面しておみえになるという

こと、それぞれ責任ある立場の者が了解いたしましたので、すぐ解決できるかどうか分か

りませんけれども、その方向に向けていろいろと知恵を絞っていきたいと思っております

ので、どうぞそういうふうにご理解いただきたいと思います。

またなお、それ以外にも問題っていうことがございましたら、先ほども申しあげました

ように、なんでも目安箱というのもございますし、また私も自分のホームページも、ブロ

グも持っておりますし、また岡崎市も各担当部署にそういう窓口がございますので、何な

りとまたお問い合わせなり、ご意見を言っていただきたいと思います。

今日は本当にご苦労さまでございました。どうぞこれからもよろしくお願い申しあげま

す。


