
平成２８年度市民対話集会会議録

日 時：平成 28 年８月３日（水）13 時 30 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：岡崎保護区保護司会 24 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－ 市長でございます。お暑い中、本日は平日の大変忙しい中にもかかわらず、この市

民対話集会にご出席いただきまして、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ととも

に市政全般にわたりまして格別のご理解とご協力を賜わっておりまして、厚く御礼を申し

上げたいと思っております。

さて、7 月 1日には、皆さま方のご協力を得まして、市制施行 100 周年の記念式典を中央

総合公園で無事に開催することができました。まずはこの点につきましての御礼を申し上

げたいと思います。式典が終わりましてから、他市の市長さんから「岡崎っていうのは、地

元の子どもたちや地元出身の人材だけでこれだけの催し物ができて本当にうらやましい」

と、こんな言葉をいただきまして、大変うれしく思ったところであります。また、翌 2 日・

3 日に開催いたしました「おかざき 100年祭」におきましても、実に多くの方にご来場頂き

ました。殊にご覧いただいていますディズニーのパレードは、子どもたちの心に残る楽しい

ひと時であると思います。ディズニーランドは、子どもたちの中にはそう簡単に連れていっ

てもらえない子どもたちもいるわけでございまして、貴重な体験になったのではないかと

そんなふうに思っております。さらに、今週末に迫りました花火大会や、各地域の総代さん

を中心にご協力をいただいております、地域の歴史の文化、「おかざきまちものがたり」の

発行など、記念事業は来年 3月までさまざまに続きますので、引き続きこちらのほうもご協

力をよろしくお願い申し上げます。

ところで、このように市民に直接語り掛けるといいますのは私のモットーとします政治

手法でありまして、市長就任以来、過去 300 回近くの講演会や各地会合、そして、本日で 38

回目を数えますが、市民対話集会など、さまざまな機会を通じて私の目指す市政というもの

につきまして皆さん方とお話ししてまいりました。きょう、ここにいる方々の中には、もう

既に何度も聞いていただいている方がございまして、大変ありがとうございます。市民対話

集会につきましては、本日が秋の選挙前の話といたしましては最後になるわけであります

けれども、この市民の皆さまがたとの対話につきましては、今後もできる限り継続してやっ

てまいりたいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。

なお、こうした活動というものは、決して義務で行っているわけではなく、私の政策とし

て自主的に行っているものでありまして、他市ではあまり例のないものだと思います。そし

て、それぞれの会におきましては、毎回最後に十分なフリートークの時間を設ける等しまし

て、自分としましては、できる限り直接市民の皆さまの声を聞くようにしているつもりであ

ります。さらにこれまでの４年間を振り返ってみますと、おかげさまで天の時、地の利、人

の和にも恵まれまして、前回の選挙の公約として掲げました、15 項目全てを手掛けること

ができるようになりまして、一定の成果を上げられたと、このように思います。特に公約の

大きな柱でありました、本市南部への大学病院の進出の決定でありますとか、この 10 月に

迫りました市民会館のリニューアルオープン、その他にも新火葬場の完成や JR 岡崎駅前に

は高級仕様のホテルを含めます、300人程度のコンベンション施設の進出が決定するなど現
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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 周年を契機に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ますます育て上げたいと、こんなふうに思いまして、た

だ今さまざまな施策に取り組んでおるところであります。そして、これは本市の長年の課題

でありますが「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」、そして近

年全国的に課題となってきております「中心市街地の空き店舗活用」、さらには岡崎公園や

市内の歴史的な資産の活用といった、さまざまな問題を民間の皆さま方とともに取り組ん

でいくと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が行われてきたわけで

ありますけれども、今回のようにこうしたこと全てを総合的に行う計画というのは初めて

のことであります。また、こうした事業というのは、総合的に行われていなければ私は効果

が少ないと、このように考えています。そして、今回そうした私たちの考え、取り組みがい

ろいろ評価を受けまして、リバーフロント地区整備につきましては、昨年の 3月に国の「か

わまちづくり」事業の認定を受けることになりまして、現在、多くの補助金を得まして近年

まれに見る好条件の下で事業が進んでおると思います。今どき総事業費の半分近くを国庫

補助で行っているということは、よその市ではほとんど例がないと思います。先日も愛知県

市長会の席でこの話題が出まして大変うらやましがられたわけでありますけれども、これ

は運もあるけれども、私たちが十分な準備と対策をしてきた結果であると、これは今も思っ

ています。

また、この 5 月には国の「歴史まちづくり」の事業認定を受けることが決まっておりま

す。この二つの「歴史まちづくり」「かわまちづくり」、二つの事業認定を受けたのは、現在、

愛知県では岡崎市だけであります。全国でも大変まれなことになってございます。さらに先

月には、優れたまちづくりに取り組んでいる自治体に贈られます「まち交大賞」の賞なので

すが、その中の「まちづくりシナリオ賞」を受賞するなど現在、岡崎のまちづくりというの

は国のお墨付きを頂くとともに、全国的に注目を浴びる事業として順調に進んでいるわけ

であります。そして、このような認定や受賞を受けるというのは、単に栄誉というだけでは

なくて、今後の国との交渉、特に補助金の申請をする時など、大変いい交渉材料、説得力に

もなるわけですし、県からの協力を得るためにも大きな力となります。このような事業等を

進める時に、国から補助金だけは出ているのですけれども、前例的に県が募集して OK を出

す、このことが度々あったわけでありますけれども、今回におきましても大変に県のほうか

らも大きな協力をいただいたわけであります。

行政の遂行には、こうした条文には入っていない要素というものも上手に使うことが重

要になると思っています。このように第三者の目による評価を頂いているにもかかわらず、

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

こういった意図的な意見を言われる方が見えますけれども、これらはワザとそういった偽

情報を流しているわけでありまして、皆さまには 99 億円というのは決して橋を造るためだ

けに使うお金ではなくて、東岡崎駅前の再開発、乙川、中心市街地の整備事業、そうしたも
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ろもろの総額である、こういうことをご理解いただきたいと思っております。そしてまた、

特定の事業に対する国の補助金というものは、目的外に使用するということは法的に許さ

れてないわけでございますので、その点もご理解賜りたいと思います。

さらに岡崎の福祉政策というものは、全国的にも先進的なレベルにあるものでありまし

て、今回のまちづくりに関する事業というのは、決してそうしたものの犠牲の上にやってい

ることではないこともご理解いただきたいと思います。先日も、北海道から岡崎に引っ越し

たという方から、「市役所でさまざまな福祉施設の説明を受けたけれども、同じ日本の国の

中でこんなにさまざまな社会的なサービスの潤ったまちがあることが信じられない」、こん

なうれしい言葉を頂いたわけであります。なお、国土交通省の高官からは、「今回、この予

算だけでこれだけの都市改造ができたとしたら、これは実際すごいことですよ」、こういっ

た激励の言葉も頂いています。私たちも国や県のモデルケースになるように、ただ今頑張っ

ていますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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、これまで真っ暗でありました夜の乙川の景観が大きく様変わりしております。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に加えて、愛知県

の協力で西三河総合庁舎に 100 の数字を表すスペシャルライトアップを行いましたけれど

も、今後も季節やイベントに合わせまして、さまざまな演出を考えていきます。さらに、た

だ今建設中の人道橋につきましてもライトアップする予定になっておりまして、人道橋の

完成の暁には、三つの橋の個性あふれる光の競演が行われることになりまして、そうしたと

ころ、市民がお客さまのぜひ窓口になっていただきたい、こういうふうに考えております。

3 月に殿橋の点灯式が行われたわけなのですけれども、私と市議会議長が点灯スイッチを

押した瞬間にウワーッという声が起きまして、近くのマンションの上から「お母さん、見て。

すごいよ、すごいよ」、こういった子どもたちの歓声が上がりまして、その声を聞いたとき

には、この事業を続けてきて本当に良かったな、こんなふうに思ったものであります。さら

にニューグランドホテルで夜、会合がありました時に、私は自宅までなるべく川沿いの風景

を確認しながら歩いて帰るわけですけれども、そのときに突然見知らぬ方から「岡崎をきれ

いにしてくれて、ありがとう」、こんなふうに声を掛けられる場面もありまして、そうした

ときに本当に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、最近では若いカップルだけでなくて、高齢者のカ

ップルが川沿いを歩く姿もよく見受けるようになりました。そして、ゴールデンウィークに

開催されました、「こどもまつり」などの折には、水辺で語らう母子の姿が多く見られるな

ど、既に多くの市民の皆さまがたの新たな憩いの場となっているようでございます。私たち

が目指しております、このリバーフロント計画というのは、単に観光事業を考えるものだけ

ではなくて、こうしたかつて私たちの生活の中に普通にあった潤いの時、幸せの空間という

ものを取り戻して再現しようとするものであります。

次に、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すが、ここを仮称セン
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トラルアベニューとして整備するため、当初は歩道を東側に集めるといった案を考えまし

て、これをたたき台に専門家や地域住民の皆さま方のご意見を聞いていたところでござい

ますが、当初からこうした手順で計画を進めることになっておりました。しかし、この原案

に対しましては、歩道を片側に寄せますと、「そちら側の方が車の出し入れに大変不便であ

る」、そしてまた、「防風林の役割を果たした木を切るべきではない」、また逆に、「木がたく

さん茂っている所で、夜は怖くて、怖くて歩けない」と、こんな声がありました。それから、

坂道でございますので、「そこを自転車が勢いよく走って危ない」と、このようにいろんな

ご意見を聞きまして、ただ今そういった声を受けて、今ある緑地帯を広げて、憩いの空間や

イベントスペースとして活用するとともに、歩道や車道についてもより安全性に配慮しま

して整備をしていくという方針の下、美しく、快適な空間として整備してまいりたいと考え

ております。

また、セントラルアベニューの完成の暁には、ここには徳川四天王の石像を設置すること

としております。石像は、単なる石像じゃなくて、それぞれの武将が活躍した歴史的な一場

面というものを切り出した、大変素晴らしいデザインとなっております。そうした素晴らし

い作品でありますことから、当初は皆さんに少しでも早くご覧いただきたい、こう思いまし

て、籠田公園に設置する方法を考えておったわけでありますけれども、先般、私も直接出来

栄えを確認しにまいりましたが、石像はもちろんのこと、台座につきましても一つ一つ個性

ある台座でございますけれども、近くで見るとまるで芸術作品と言っていいぐらい素晴ら

しいものでございまして、こうした石像と台座をきちんと接続する必要があって、仮設置を

もし行った後、セントラルアベニューに移設することになりますと、大変重たい物を移設す

る板が置いてありまして、その移設の際に本体はもちろん設置の部分とか、技術的な可能性

も出てまいります。そうしたことから、一体で移動させたほうがいいだろうということにな

りまして、特にこの籠田公園周辺には地下駐車場があるわけでございまして、そういったこ

とに対する配慮をしまして、今回、仮設置は取りやめることにいたしまして、より安全性の

確実な方法としまして、セントラルアベニューの完成の暁に、そちらのほうに完成と同時に

設置する、こういう方針に変えさせていただいたわけであります。1 日でも早いお披露目を

楽しみにしてみえた方には本当に申し訳ないと思いますけれども、言い換えれば、石像も台

座もそれほど繊細で素晴らしい作品であるということになりますので、どうぞお披露目の

日にご期待いただきたいと思っています。なおセントラルアベニュー設置の際には、景観に

も配慮した分かりやすい表示やスマートフォンを活用して 3 カ国語くらいの解説が聞ける

など、センスの良い解説方法というのを考えていきたいと思っております。

また、新たなまちづくりを進める上で、工事の過程におきまして、桜等、樹木を伐採する

ことがございます。戦後復興期に全国各地で一斉に植えられたソメイヨシノがあるわけで

すけども、残念なことにこの木は寿命が 60 年と短く、現在、加齢による衰弱によりまして

日本最古の樹木の倒木の危険性というのが今心配されているわけであります。そうしたこ

とから、今回の整備におきましても、事前に樹木医さんにチェックしてもらいまして、老朽
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化の著しい木をやむを得ず伐採しておったところであります。またはご覧の写真のとおり、

切った木も完全に中が腐っていたり、空洞化しておるところでございます。その点、ご理解

いただきたいと思っております。しかし、決して木は切るばかりではなくて、現在、同時進

行で進めております「さくら 100 年プロジェクト」というものがありまして、市内各地に市

制 100 周年を記念しまして、開花時期の異なるさまざまな種類の桜を植えることによりま

して、これまでよりも長い期間、桜を市民の皆さんに楽しんでいただけるように考えてござ

います。さらに、これから迎えます高齢化社会というものを意識いたしまして、車で遠くの

名所まで出掛けなくても近所の公園まで杖をついて行けば十分楽しめる桜がある、こうい

った環境づくりを図ってまいりたいと思っています。そして、公園というのは、これまで子

どもの遊び場という認識でわれわれはきたわけでありますけれども、高齢者とともに楽し

むことができるように整備をすることが必要であると思っております。そして、そうしたも

のの整備のためには、額田の木材をできる限り使う施設にすべきと考えます。また、この山

の整備を行うことによりまして、これが防災対策につながる、このように考えたものであり

ます。

岡崎市はもともと桜の名所でありますので、この 7 月 1 日の市制記念式典の時に、市の

花といたしまして、現在の藤に加えまして桜を追加しました。ちなみに市の花として市の花

を複数持っている自治体は珍しいことではございません。

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、徳川家康公像に

ついてであります。「岡崎は家康公の故郷というけれども、駅前にまともな像一つないじゃ

ないか」、こんなことをよく言われたというガイドの皆さんがたのお話等がありますけれど

も、このたび、わが国の銅像制作の第一人者といわれます、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に改名した 25歳当時の、岡崎に家康がお見えになった当時

を少なくともイメージした、馬上で弓を持つ若き日の家康公を制作していただくことにな

っております。ただ今ご覧いただいているのが、そのイメージであります。

今回の家康公像というのは、市民の皆さまがたの浄財により制作をしてまいりたいと考

えておりまして、現在、その準備を進めておるところであります。金額の多少にかかわらず、

子どもたちが「あの像を造るのに僕のお小遣いを使ったのだよ」と自慢ができるように、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、

団体向けの寄付やさまざまな方法を用意しているところであります。この点も、どうぞご協

力よろしくお願い申し上げます。本当にありがたいことだと思いますのは、歴史とか、文化

とか、イベントという言葉を使ってご協力をお願いいたしますと、本当に多くの方がその心

にお応えいただいております。現在も順調に寄付が集まってい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、家康公像というのは、ちょうど乙川を挟んで岡崎

信用金庫の本店の上階から見下ろす場所に設置す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ました時に、「まるで岡信さん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たせいかもしれませんけれども、先日、多額のご寄付を頂くことになり



6

まして、まるで催促したようで本当に申し訳なく思っておりますとともに、感謝していると

ころであります。

この像は平成 30 年の完成予定でありますけれども、明治維新以降、広められた家康公の

タヌキおやじ的なイメージを払拭して、新たな岡崎のシンボルとして市民の皆さまに末永

く愛される銅像になることを期待しておるものであります。とかく、テレビの大河ドラマを

見ておりますと、徳川家康公というのは陰謀家の敵役に描かれてしまうわけなのですけれ

ども、実際は応仁の乱以来 200 年近く続いた戦国時代というものを最終的に治めて、その後

300 年の泰平の江戸時代の基を築いた人物であるということであります。現在、私たちの日

本の伝統、文化、日本食であるといっておりますものの多くは、この平和の時代に完成され

たものであります。私たちはその事実というものを誇りに思い、この岡崎からそのことをも

っと積極的に発信していくべきではないかと、このように考えるものであります。考えてみ

ますと、徳川時代に三百諸侯という言葉がありますけど、その三百の大名の半数は愛知県の

出身者であります。また、その半数はかつて三河三州、岡崎といわれたこのエリアから出て

いった先輩たちが多くおりますので、日本の基礎を形作ってきたのが、われわれの祖先たち

であると、こう言っても過言ではないと言えると思っております。

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

いることが分かってまいりました。新世代プロジェクトでありますけれども、これは菅生川

端石垣と呼ばれるものでありまして、絵図によってそうしたことがあるということは知ら

れておったわけでありますけれども、土や草木に覆われておりまして、残存状況というのは

はっきり分かってなかったわけであります。私ども、そうしたものがあったとしても岡崎空

襲で吹き飛ばされてもうなくなっているのではないかと、こんなふうに思っていたわけな

のですけれども、今回の調査によりまして、400 メートルの石垣が大体絵図のとおりに残っ

ていると、こう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、国内でも最長、日本一のものであります。また、高さも最大で 5 メートルほどありまし

て、その歴史的な価値は、大変高いものであるというふうに思っています。今、ご覧になっ

てもらっている写真の左手でございますけれども、棒が指し示している所の真ん中から下

側が茶色に見えます。そして、その下は灰色に見えます。その下はもうちょっと黒っぽくな

っているわけでありますけれども、茶色の部分というのは明治期に河川改修で土を入れて

埋め立てた部分でございます。そして、ねずみ色に見える部分と黒く見える部分、ここは江

戸の戦国期の河川敷の場所であります。多分この頃はもう段がありませんでしたので、水が

増水するたびにここは川底になっていたことがあってそのようになっているのだろうと思

いますけれど、そうした所を掘ってみたら一目瞭然で分かるのではないか、何とかこの状況

を岡崎観光に活かせないかと。できることならば透明のパネルを使って石垣が見えるよう

にできないかと、今愛知県とも検討しているところであります。このように岡崎市内はまだ

まだ発見されていない歴史建造物というのはたくさんあると思うわけでございます。今回、
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この河川敷の石垣を見るために大学の先生に解説をしてもらったところ、1 日に 3000 人を

超える方が訪れたわけでありまして、改めてこの歴史に対する皆さま方の関心の深さとい

うものを思ったところでございます。

また岡崎には他にも大樹寺や伊賀八幡宮など、名古屋よりも数の多い 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ありますけれども、これらは歴史があるということ

を言いながら十分に活用してきたことはないわけであります。実際にこの近所に住んでい

る方がそのものの価値を十分分かっていただいていないという場合もございます。そこで、

今後はそうした歴史に対してしっかり地元の皆さまがた、岡崎市民の皆さまがたに周知す

るとともに、たくさんの方が集まる鬼祭りでありますとか、そうしたさまざまな岡崎市内の

祭事を始め、くらがり渓谷や鳥川の蛍に代表されます額田の豊かな自然、そして八丁味噌や

駒立のブドウ、六ツ美のイチゴ、幸田の筆柿といった食べる楽しみも、しっかりと提案して

いきたいと思っております。さらに、本市の経済の柱でありますモノづくりも十分岡崎の観

光 PR 材料になるものです。産業観光として、こうしたものを PR していきたいと思ってお

ります。毎年アメリカから大学生が 20 人ほど岡崎を訪れておりますけれども、そのたびに

歴史観光やトヨタ系の自動車ディーラー工場を見ていただいておりますけれども、ロボッ

トを主体とした組み立て工場の工程のような、大変注意深く皆さん視察しておるようでご

ざいます。こうしたさまざまなものを線で結ぶ形で、ストーリー性のある観光コースとして

こちらでつくりまして、そうしたものをわれわれのほうが積極的に売り込む、そんな必要性

があるのではないかというふうに思っています。そして、これまでは、どちらかというと「興

味を持っていただいたら、見ていってください」という形が多かったかと思いますけれども、

少なくとも観光を産業としてこれからつくっていこうとなると、観光バスで周遊できるコ

ースの設定と各地におけます駐車場対策というものもしっかり必要なのだと、それらを課

題として、その準備をしているところであります。

そして、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とさまざま

な議論を深めているわけでありますけれども、既に学生や一般の主婦の皆さまがたから、行

政では思い付かないような斬新でユニークなアイデアをご提案していただいているところ

であります。この夏、リバーフロント地区におきまして、「おとがワンダーランド」と銘打

ちまして、殿橋のたもとでオープンカフェでありますとか、また中心地の水辺でもキャンプ

やバーベキュー、さらには河川敷でビアガーデン等、市民の皆さまからのアイデアによりま

す、さまざまなイベントの実施が計画されております。こうしたことが、もう既によその地

域で実施をされているものもあります。そして、昨年末に開催いたしました、乙川に LED ボ

ールを 3 万個流す泰平の祈りも民間の皆さまがたのお力をお借りしまして、今年度 9 月下

旬に開催の予定で、ただ今準備をしておるところであります。

私たちは、公共による単なるハードの整備を行うだけではなく、「こうしたものを使って

いかににぎわいを創出していくか」、こういったソフト面を重視したまちづくりというもの

を狙っておるわけでありまして、こうした事業を通じまして、まずは民間の皆さまがたに、
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多くもうけていただきまして、その結果として行政には税として収益があるといった、あく

までも民が主体となるまちづくりというものを考えておるわけであります。さらにこうし

た活動を活かして、河川空間が市民の皆さま方の憩いの場となることはもちろんなのです

が、川沿いにカフェ、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

もつながるものと期待しておるわけであります。現在、岡崎に本格的なホテルがないという

ことが、岡崎の観光の最大の私は弱点であるというふうに考えております。外からのお客さ

んがせっかくおみえになっても、長く滞在していただくことによりまして岡崎に対する理

解が深まるわけでありますし、長く滞在することによって、お金を落としていただくことに

もなるわけであります。これからも観光産業にその点が一番重要なポイントだと考えてお

ります。できますれば、国内の事業者でやっていただきたいわけですけれども、もしこれを

やっていただけないならば外資でも結構ですので、何とか一流のホテルに進出して欲しい

ということで、何とか準備しておるところであります。もう既に今、申し上げた方法で民間

の力を誘導するために、さまざまな提案やお声掛けを行っておりまして、沿道の地主さんで

ありますとか、事業者の方にも具体的にこういったことをやったらどうですか、そういった

提案をしていくことはありますけれども、もし皆さまがたから、こんな提案をしますという

ことがございましたら、ぜひ一報をいただきたいと思います。既に岡崎の変化というものを

お分かりの方も多いかと思いますけれども、岡崎はこれからも進化してまいります。あと 10

年もすればヨーロッパの街並みに負けない、岡崎独自の景観を持った素晴らしい街になり

ますので、ぜひご期待いただきたいと思っています。将来、「あの時代の市政のおかげで今

の岡崎がある」と、こんなことを言っていただけるようにまちづくりを行っていきたいと思

いますので、どうぞ引き続きのご協力をお願い申し上げます。

以上、本日は、今後のまちづくりの点を中心にお話を致したのでありますけれども、これ

からも引き続き、岡崎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まして、福

祉、医療、防災、教育といった基本施策の推進を通じまして、このまちに生まれ育った子ど

もたちが、この岡崎に生まれたことを本当に良かったなぁと、こんなふうに思っていただき、

自分たちの故郷に対して、これまで以上に大きな愛情、誇りを持てる、そんな夢のある新し

い岡崎づくりに向けて進んでまいりたいと考えます。そして、私自身も引き続き市政を担わ

せていただくべく、この秋には改めて市民の皆さまがたの審判を受ける覚悟でありますけ

れども、皆さまに「2 期目も頑張って」と言っていただけますよう、これからも全身全霊で

頑張ってまいりますので、なお一層のご支援とご協力を重ねてお願い申し上げまして、私の

話は終了させていただきます。ご静聴、ありがとうございました。

司会－ それでは、お席の移動をお願いいたします。

それでは、岡崎保護区保護司会のご紹介をよろしくお願いいたします。

団体会長－ 失礼します。本日は、内田市長様を始め関係各位におかれましては公務もご多
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忙、ご多用の中、私ども保護司会のために貴重なお時間をいただきまして、ありがとうござ

います。お礼を申し上げます。ちょっと緊張しておりまして、声がこんなふうになっており

ますが、お許しください。

ただ今は市長さまの今までの岡崎を活かして、これからの岡崎を造っていくこのお話をお

伺いして、大変ありがたく思っております。ありがとうございます。今年は市制 100 周年。

7 月 1 日の市制記念日を中心にして、これまでたくさんのイベント、中央総合公園では市制

の記念式典、あるいは先ほども出ました、ディズニーパレード等も行われ、また、今後もた

くさん予定されております。私たち保護司も、この節目をともに経験することができるとい

うことで、大変うれしく思っております。これからもよろしくお願いいたします。

初めに更生保護活動につきまして、お礼と保護司会についてのご説明を申し上げたいと

思います。更生保護活動に対しましては、「第 66 回社会を明るくする運動」でございます

が、6 月末には内閣総理大臣よりメッセージの伝達をされていただきました。また、岡崎市

としましても、社会を明るくする運動岡崎市推進委員会、さらに岡崎額田安全なまちづくり

推進協議会等々、岡崎市が音頭を取っての更生保護活動に大変ご尽力をいただいておりま

す。今後ともご支援、ご協力、よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、保護司会についてのご説明をさせていただきます。初めに沿革でございます

が、昭和 15 年 2 月に岡崎市と額田郡を区域として岡崎区司法保護委員会として立ち上がり

ました。当時、直接収容保護事業を行う岡崎自啓会もこの活動に加わりました。そして、昭

和 27 年に厚生労働省の改革により法務省の管轄下になり、12月には岡崎保護区保護司会と

してスタートいたしました。このとき、額田保護司会も結成されまして、昭和 42 年に岡崎

保護区に編入が確定し、現在に至っております。

続きまして身分でございますが、既にご存じのことと思います。法務大臣の委嘱を私たち

は受けまして、国家公務員の立場に立っておりますが、給与が一切認められてないというこ

とで、ボランティアということでございます。

続いて活動内容に移らせていただきます。まず、一つ目が保護活動という活動をやってお

りますが、これは私たちの中心となる活動でございます。保護活動というのは、犯罪や非行

をした人たち、私たち、対象者という言葉で呼んでおりますが、この対象者に対しまして、

更生を図るための約束事を守るように指導するとともに、生活上の助言や就労の援助など

を行って、その立ち直りを助けております。現在、この保護観察の件数ですが、先月の中旬

では 103 件を受け持っております。二つ目の活動としまして、生活環境調整と言います。こ

れは、少年院や刑務所に収容されている人たちが釈放後にスムーズに社会復帰が果たせる

ように、居住先の調査、あるいは引受人との話し合い、また、出てきたときに就職の確保な

どを行って、必要な受け入れ体制を整えております。この件数が、やはり 7 月中旬では 82

件を受け持っております。三つ目は、犯罪予防活動です。この活動は案内のとおりでござい

ますが、先月末から各学区で行われております夏祭り、先ほどお話をしました社会を明るく

する運動での総理大臣メッセージの伝達、また、市町村が関係となっておみえになる岡崎市



10

社会を明るくする運動推進委員会、先ほども出しましたが、岡崎額田安全なまちづくり推進

協議会等々の活動の中で私たちはティッシュ配布をしたり、リーフレット配布、あるいは非

行防止教室、薬物乱用防止教室、あるいは生活環境調整等の活動、さまざまなこのような活

動をしております。

先日も、この中の保護司の先生、また中では学区の夏祭りに、あるいは幸田では彦左まつ

りでパレードをしながらティッシュを、リーフレットを配布しております。また、もう一つ、

更生保護女性会という団体がございます。この更生保護女性会、あるいは BBS 会という団

体、三河ダルクと岡崎三河ダルクの岡崎に最近岡崎支部ができましたが、その三河ダルクと

の関係団体、あるいは岡崎警察署または岡崎保健所等の諸機関との連携を図っております。

これらの活動を通して、私たち、犯罪者の立ち直りに努力をしております。

最後に人数でございますが、本部の定員が 127 名となっております。この数字は県内では

名古屋市を除いて 2番目の人数規模になっておりまして、現在、充足率は 98 パーセントと

いうことで、人数でいきますと 125 名の保護司の先生がたがおいでになります。この 98と

いっても、県内では充足率トップでございますが、昨年 100 パーセントでしたので、この数

字を目指して今、後でご紹介をいたしますが、地区部会長さんが中心となり、今、頑張って

人材発掘に努力をしてお見えになります。

以上で、保護司会としまして、本日のごあいさつとさせていただきます。ありがとうござ

います。

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

ので、発表していただきます。よろしくお願いいたします。

団体会長－ それでは、引き続き失礼します。初めに対話集会に参加させていただいており

ます保護司の紹介をさせていただきたいと思います。私のすぐ隣り、この 3 名の方と、それ

からこちらのすぐ右隣りが副会長、会計の三役でございます。続いてその隣りから、今日は

すいません、今、1 人、仲裁をしていまして、裁判所で今 1 人おりまして、判決が出てその

人の行き先を今考えております。あと、各専門部の部長さん、それから他は理事さんがお見

えになります。それから事務局長とサポートセンター長さん、ここまでが私たちの総務部と

いう組織でございまして、保護司会の中枢部に当たります。それから、サポートセンターの

企画調整委員さんが、こちらにずっと最後まで企画調整委員として私たち、この保護司会の

総務部を助けていただいております。これが現在の今日、出席をさせていただきました、メ

インのところであります。

サポートセンターというのは、私たち保護司の悩みを相談に乗っていただいたり、それか

ら保護司会の活動を援助していただくという役目を持っております。また、名古屋保護観察

所との接点にもなっておりますので、ご紹介をさせていただきます。先ほど更生保護活動の

お力添えについてお礼を申し上げましたが、保護司会に対しましても毎年の補助金を始め、
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私たちの念願でありましたサポートセンターの設置につきまして、平成 24 年にこの福祉会

館２階に設置することができました。ありがとうございます。ここまでだいぶ活用をさせて

いただいております。

昨年も京都よりサポートセンター、いわゆる企画調整保護司の団体がお見えになって、参

考にさせて欲しいということ、県内のサポートセンターの運営自体についても、今、評判が

いいと自分は思っております。今、このサポートセンターも、警察署、あるいは保健所、こ

ういう所からの引き合いもありまして、なかなか効果的で、状態も大変スムーズに連絡・調

整が取れるということで、大変喜んでおります。ありがとうございます。これからもサポー

トセンターにつきまして、よろしくお願い申し上げたいと思います。

以上で、本日の参加させていただきました保護司の紹介と保護司会としてのお礼を申し

上げました。ありがとうございました。

司会－ ありがとうございます。それでは、ただ今のご紹介とお礼につきまして、市長より

一言、よろしくお願いいたします。

市長－ 改めまして、今日、お忙しい中、こうしてご参集いただきましたことに感謝申し上

げます。保護司のかたがたにおかれましては、日頃から地域社会のために社会奉仕の精神を

もって犯罪や非行を犯したかたがたの改善更生を助けるとともに、犯罪予防のための助言

やご指導などを頂きまして、多くの人と立ち直りに尽力を尽くしてこられているわけでご

ざいます。また、定期的に実施されておられます研修や更生保護施設への参観研修、社会貢

献活動におけます活動場所の確保や担当保護司のかたがたの体制づくりもされております。

更に、福祉会館内に設置いたしました更生保護サポートセンターの活用などによりまして、

保護司としてのノウハウをより一層充実・習得されまして、万全な体制をもって更生保護活

動を行っておられますことに対しまして、心より感謝申し上げたいと思っています。6 月の

下旬には、岡崎市推進委員会の委員長であります私に、「第 66 回社会を明るくする運動」の

実施に伴います内閣総理大臣からの要請・伝達を頂きまして、こちらにつきましても大変あ

りがとうございました。岡崎保護区保護司会の保護司の皆さまがたが、この社会を明るくす

る運動の実施を通しまして、各地域におきましても犯罪予防や非行防止を積極的に実施さ

れまして、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に明るく希望をつなぐものになると確

信しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

司会－ それでは、引き続き要望提案をよろしくお願いいたします。

団体会長－ 失礼します。ただ今、市長さまより私たち保護司会活動に対しまして、大変ご

理解を頂いておりまして、ありがとうございます。今後とも頑張ってやっていきたいと思っ

ております。それでは、保護司会からお願いが 2 点ございますので、よろしくお願いしま
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す。

1 点目のお願いですが、保護司会の沿革の中で更生保護施設の岡崎自啓会の名前を出させ

ていただきました。1 点目は、この岡崎自啓会の件ですが、結論から申し上げますと、現在、

毎年岡崎市より、33 万円強の補助金を自啓会のほうへ頂いております。この自啓会は、こ

の度全面改築をされます。この改築工事への助成金を、岡崎市として 1000 万円の援助をお

願いしたいということでございます。この岡崎自啓会は、刑務所等の矯正施設から出てきた

人たちの宿泊場所と食事の提供を始めとして、自立更生を促して生活指導である就職の援

助を行い、社会復帰を支援する活動を通じて、犯罪のない明るい社会の実現を目指して建て

られた施設でございます。私たち保護司の立場で言いますと、保護活動中に対象者と引受人

との間で急ないざこざがあり、対象者が出ていっちゃった、住まいがなくなってしまった、

そういった時に急きょ、自啓会にお願いをすることがあります。大事なのは、対象者がまず

考えるのは住まいと食事をするためのお金を得なければなりません。そのお金を得るため

には、収容前の友達、あるいは刑務所内で知り合った人たちに連絡を必ず取ります。この行

動が、私たちにとっては昔の仲間と接触をするという行動になりますので、これが危険な状

態にあるということを思います。

保護司は助言ができますが、金銭を渡すことは禁止されております。そこで、次の方法は

先ほどお話をしました、市内にあります自啓会が盾になってまいります。この自啓会は先ほ

ど申し上げました全面改築をされることになっておりますが、法務省の更生保護施設の整

備事業、第 5 次 5 カ年計画に組み入れられており、平成 29 年度に全面改築の運びとなって

おります。このたび岡崎自啓会が算定した全面改築の工事資金計画で見てみますと、合計こ

の工事資金は 4 億 5,100 万円を計上しておりました。岡崎自啓会としても、この工事が決

定して以来、各種団体や各種機関を回られて援助していただけるように頭を下げてお見え

になるようです。国からの助成は建物にだけでして、この周りの環境、あるいはすぐ隣接し

ています崖の養生等が全然入っておりませんので、こちらのほうで負担をしなければなら

ないわけです。

自啓会からも、この岡崎保護区保護司会にお話がありました。ただ、岡崎だけでなく、愛

知県内の全保護区 42ございますが、全て説明に回られました。そこで、愛知県の保護司会

連合会として、会長さんが集まって協議をしましたところ、「愛知県内の保護司さんは 1人

3000 円寄付をしよう」と、決定しました。私たち岡崎もこの 3000 円にプラスをして「1 人、

1 万円を寄付しよう」と、皆さんの承諾を得たところでございます。今現在、各地区でそれ

を取りまとめて自啓会に送金をしている最中でございます。このように、私たち保護司とし

ても頑張って何とかやっておりますので、どうか工事予算 1000万円という高額な数字です

が、助成のほうをお願いしていることで、今回出させていただきました。ぜひよろしくお願

いしたいと思います。

以上でございます。
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司会－ ありがとうございました。それでは、回答につきましてよろしくお願いします。

福祉部長－ 保護司会の皆さんには、日頃からお世話になっております。福祉というのは、

私どもが外から見てできる福祉と、ちょっと手が出しづらい、後ろから援助していただく福

祉というものがある。保護司会の皆さまには、どうしても手が出しづらい更生保護というと

ころで大変ご苦労をされていると思います。ありがとうございます。

その中で保護司さん個人、団体、単独で活動されるだけでなくて、会長さんからの最初の

ご説明でもありましたけど、自啓会、更生保護女性会、BBS、後から出てきますけど、協力

事業主から警察等々と連携されて活動をされていると。中でもこの自啓会とは直接のクラ

イアントに関して関係が深いところであると。私ども、自啓会を見てきましたけど、さすが

に古いですね、建物自体が。沿革で言いますと、自啓会ができたのが明治 34 年にできて、

建物が 40 年ですか。入所の定員が 40名ぐらいでしたかね。

団体会長－ 32。

福祉部長－ 32 ですか。保護司会さんとも緊密であると。さすがにあんなに汚い、汚いと

言っちゃ失礼ですね。環境の悪い所でいきますと、再発というのもあります。そうすると、

私どもも生活保護にも影響していっていきますので、できるだけ変わらぬ援助をしたいと

いうことで、昨年から自啓会の長のかたが見えておりまして、私どもの市長を始め財政当局

にもそこら辺の話をさせていただきました。

結論から言いますと、補助という名目ですと、普通新規の補助ではなかなか難しいのです

が、ただし、福祉の裏の部分を援助していただいている団体で、必要な関係施設であること。

それと、ないと岡崎の福祉が、先ほど市長の説明の中でも岡崎の福祉は上のほうに、トップ

じゃない、私もトップは嫌いなので、上のほうをいっているということ、それが低下をして

しまうというのもありますので、お願いしますというお話をする中で、来年の話ですので、

公益性・効果性・必要性・貢献性・的確性、補助について必要なこの五つの何とか性という

のはクリアできるということで、ほぼ出せる状態になると思いますので、来年の当初予算に

向けていろいろなかたたちのご助言、後ろ盾にもなっていただきまして、援助ができますよ

うに確保してまいります。今、来年の当初予算もまだ組んでいるところなので、今、来年の

予算を出せますよ、となかなか言いづらいので、来年の補助がかないますように努力をして

まいりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

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

団体会長－ 失礼します。ただ今は前向きにご検討いただけるというご回答、ありがとうご

ざいました。ぜひ実現ができるように、よろしくお願いしたいと思います。
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次に二つ目のお願いでございますが、これは対象者の就労支援の件でございます。結論か

ら申しますと、地方自治体での公共工事入札における協力雇用主の優遇制度、加点制度につ

いてでございます。協力事業主、雇用主制度につきましては、名古屋保護観察所に登録した

事業主、事業所の雇用主が矯正施設から出て保護観察となった人を雇用し、就労継続に必要

な生活指導や助言を行うということでございます。私たち保護司の活動につきまして、これ

まで話をさせていただきましたように、矯正施設から出てきた人を更生させること、再犯を

食い止めること、これを第 1番目に掲げておりますので、この再犯につきましては総理大臣

メッセージの中でも昨年、あるいは今年ともに掲載されていることでございます。

この再犯を食い止めるには、もちろん対象者本人が強い意志を持たなければ、これはかな

いません。しかし、周りの環境を考えていきますと、寝食ができる場所があるということと、

先ほども言いましたように働く場所があるという。働く場所があってお金を得て自立して

いく、これが私たち、再犯を食い止めるための条件の背景だと考えております。この寝食に

つきましては、引受人の保護能力に頼ることが非常に多いわけですが、いざというときは、

先ほどもお話をしましたように自啓会にお願いをします。しかし、働く場所、いわゆる就労

支援については、対象者の得意、不得意がございますので、私たちが「こちらの職種はどう

だろう」、「あっちの職種はどうだ」と言いましても、対象者が「いや、これは不得意だから」、

あるいはもう今で言うと、「きついから」、「汚いから」とか、そういう言葉が出て、言葉は

私たち直接には言いませんが、「いや、これは得意じゃない」とか言って、引いてしまいま

す。しかし、対象者本人が「この職種がいい」っていうことで、その雇用主の所へ一緒にお

願いをしに行きましても、雇用主はやはりかなりの勇気が要ると思うのです。罪を犯し、刑

務所から出てきた人を雇うということにつきましては、かなり勇気が必要だと。

今までの私たちの経験でいきましても、「いやぁ」「いや～ぁ」という言葉が、まず最初に

出てきます。そこで、2014 年に雇用主会制度が始まりました。この協力雇用主会制度が始

まった時点で、私たちも協力事業主、雇用主会を立ち上げております。今、岡崎の雇用主が

29 社ございます。これは名古屋保護観察所に登録をした数字でございますが、事業主会と

しての登録をした数字はまだたくさんございますが、完全に保障がされているということ

になってきますと、この雇用主のほうでございまして、雇ったけれど、辞めちゃった、ある

いは何か物を壊して逃げてしまったとか、そういう会社に被害が生じたときには補塡をす

るという制度でございますが、これが雇用主制度、名古屋保護観察所に登録をした会社でご

ざいます。これが 29社ということで、今現在なっております。

それで再犯の減少および市の更生保護活動にご協力頂いておりますので、これからもど

うか保護司の願いを前向きに検討していただいて、どうか早い時期の実現をお願い申し上

げたいと思います。現在、愛知県内でこの加点制度を導入している市が 10 市ございますの

で、何とか岡崎市もこれからご検討していただいて、何とか前向きに考えていただけるとあ

りがたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。

これで要望事項につきまして、終わらせていただきます。
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司会－ ありがとうございました。それでは、回答につきましてよろしくお願いいたします。

福祉部長－ 引き続き回答をさせていただきます。岡崎保護区協力雇用主会の公共工事入

札時の優遇加点はというお話でございました。

現在、名古屋保護観察所に登録してある事業主が 29 というお話でしたかね。県下では既

に 10 市がこの優遇加点制度を行っているということで、保護司会さんのほうからこのよう

なご要望を私たち頂きまして、私どものほうでも確認とか、調べさせていただきました。県

内 10 市、どのような格好で優遇加点制度をやっているかというのを調べさせていただきま

して、やっぱり会長さん言われるとおり、名古屋の保護観察所と連携を取るということで行

っています。では、岡崎ではどうだということで、今回、入札を行っている所ともう既にお

電話させていただいたのですけど、入札時の加点をするというのは普通だとやっぱり難し

いというか、一般の会社とその優遇会社の同じレベルである中で、あるほうが入札を取れち

ゃうということがありますんで、そこでこの岡崎の協力雇用主会はどうだというお話をさ

せてもらったら、県内で先ほどから申し上げられたようにもう 10 市が行っていると。保護

観察所もそこを認めているところですが、ただ、「保護観察所に登録がしてあっても、協力

がうまく得られていない事業主もいるよ」というお話を伺っているので、契約課ではどうか

と言うのをちょっと考えていますが、加点制度について岡崎だけ遅れると、福祉、岡崎は遅

れているよねというお話にもなっちゃいますので、他にまだ先ほど会長さんが言われまし

た、10 市がどのような状況でやっているかというのを確認し、名古屋保護観察所とどんな

ような情報提供を得れば岡崎も加点制度ができるかなというのも確認しながら、というこ

とで、今現在、進む方向に向かって検討中ということであります。

じゃあ、今、来月からすぐこれが入るとか、来年から入るのかということについては、ま

だそこまでは進んでないということで、いろんな制度の後ろの岡崎市建設工事総合評価方

式実施要項というのですけど、こういう文書等を行政で検討しまして、文書でこれはこうし

ますと決めていかないとなかなかいけないので、このようにしていきますよというのをま

ず方向化して、じゃあ、どんな条件だというのを決めてそれを文書に落として外に出して、

それで始めるということですんで、ご要望があってからまだ日が浅いので、準備段階には入

っていますので、よろしくお願いします。前向きにできるように検討はしていることは、ご

理解ください。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－ありがとうございます。

司会－ 市長、よろしくお願いいたします。
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市長－ 今の件につきましたは、先般、土木建築業界のほうに反応があったことでお声がけ

してあります。いずれにいたしましても、これらは強引に進めることができないものですか

ら、その辺もご理解いただきたいと思います。

司会－ 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、ご意見をいただく時間をつくりたいと

思いますので、挙手をお願いいたします。

司会－ よろしいですか。それでは、ご質問もないようでございますので、内田市長のほう

から一言お願いいたします。

市長－ 本日は、何度も同じことを言っておりますけれども、本当にお暑い中、お忙しい中、

ご苦労さまでございました。きょう、私たちの施策につきまして、またしっかりとご意見い

ただきまして、本当に感謝しております。そしてまた、皆さまがたからご協力頂いて、また、

私たち、ちゃんと受け止めさせていただきました。すぐできることとできないこととがあり

ますけれども、責任ある立場の者がしっかり聞かせていただいたという、満足できるものと

思っております。またもし、みんな大勢の前でなかなか聞きにくい、しかし、一言市長に言

っておきたいということがございましたら、しばらくいますので、忌憚なく言いつけてくだ

さい。きょうは本当にありがとうございました。

団体会長－ ただ今、2点のご回答につきまして、ありがとうございます。最後に市長さま

にはこの先、お体に十分気を付けられて、市民と創る新世紀の旗の元という基本理念を中心

にして、新たな次の百年の礎を、中でも犯罪のない明るい岡崎市を築いていただけると大変

ありがたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。本日はありがとうござ

いました。

司会－ これをもちまして、市民対話集会を終了させていただきます。ありがとうございま

した。


