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国府東部連区の「市長を囲む懇談会」【概要】 

 

日 時 平成 30年 10月 26日（金）午後 7時 

場 所 国府東地区市民館 

参加者 連区長始め 70名 

    市長、防災対策監、建設部長、都市対策監、教育部長 

 

国府東部連区長あいさつ 

みなさんこんばんは。市長はじめ市の関係の方々には足を運んでいただきありが

とうございます。住民の方々、お忙しいなか多数出席いただきましてありがとうご

ざいます。 

さて、市長囲む懇談会は、平成２２年からの８年の間に２５回市内で開催され、

そのうち、国府東部連区が５回の開催となっており、みな様方の市政に対する関心

の高さがうかがえます。 

この懇談会は、市が謳っている「これからのまちづくりは市民と市が手を取り合

って作るもの」というコンセプトに基づき、お互いに意見交換し、より安心安全で

住みよいまちづくりを進めていくために必要なものと考えています。 

今回は６件の議題となっていますが、このほかにも、各町内から提出された地元

集会施設の建替えや町内の交通安全対策については、担当部署と個別に協議するこ

とで円滑な解決に繋がると考えられるため、市との協議により除外させていただい

ておりますので、ご理解をお願いします。 

最後に、この様な会を発案され、さらには継続されている山脇市長に敬意を表す

るとともに、今後とも継続することを希望しまして、あいさつといたします。 

 

（出席者の紹介） 

 

市長あいさつ 

 市長の山脇でございます。今年、豊川市は市制施行７５周年を迎えました。昭和

１８年に３町１村が合併し、豊川市が誕生しました。平成１８年、２０年、２２年

には宝飯郡４町と３回にわたる合併をしまして１８万５千人の人口構成となり、７

５年という長い年月を豊川市として歩んでまいりました。これもひとえに、皆様方

のご支援、ご協力の賜物と、感謝申しあげます。 

さて、この地域では西部土地区画整理事業が進み、小学校に通う児童も増え、国

府小学校は市内で一番大きな小学校になりました。 

また、国府駅周辺を居住地域に指定し、家を建て、市外からの転入者へは、３年

間の固定資産税相当額と中学生以下の子どもについて、１人１０万円を贈呈すると

いう制度を始めました。この地域は名鉄の国府駅があり、名古屋に通う方など、交

通の便が良く、これからも発展していく地域と思っておりますので、地元の皆さん
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と相談しながらまちづくりを進めていきたいと考えています。 

 今年は、大変災害が多く発生した年でした。市としては防災を強化し、災害の少

ないまちづくりを進める必要があると考え、現在、市役所の敷地内において防災セ

ンターを建設する工事に着手しています。防災に強い都市づくりを着々と進めてい

るとことです 

 そして、八幡地区について、日立跡地は解体工事が進み、来年の６月には完了す

る予定です。敷地を市が購入し、新しい文化会館の建設を計画しています。一方、

スズキ自動車の跡地は、イオンへの売却が予定されており、今後も話が進むと思い

ます。今後はこの地域が豊川市の中心となると考えられ、皆様方とともにこの地域

の発展のために進んでまいりたいと思っています。 

 

 

議 題 

 

Ｑ（１）市町村防災行政無線について 

（国府東部連区 村田連区長） 

 防災行政無線について、ホームページには記載があるが、わからない部分もある

ので平易に説明してほしい。また、この地域は水害の影響をあまり受けない地域で

はあるが、この前の台風で、ある地域には避難指示、避難勧告が出た。災害時は情

報をタイムリーに伝えることが重要となるが、市はこの地域（国府東部）は防災行

政無線が聞こえる範囲と認定している。しかし、場所によっては聞こえないところ

もある。市内には自宅に個別の防災無線装置を設置しているところもあると聞くが、

例えば有料で無線装置をつけることはできるのか伺う。 

 

Ａ（１）防災対策監（防災対策課） 

まず、１つ目のご質問であります「防災行政無線」についてお答えさせていただ

きます。 

本市では、平成２９年３月に「豊川市防災情報伝達システム基本計画」を策定し

ました。これは、現在使用している同報系防災行政無線及び移動系防災行政無線の

更新について基本的な方針を示したものであります。 

なお、今申し上げました「同報系」及び「移動系」という言葉ですが、簡単にま

とめますと、「同報系」は屋外の子局であるスピーカーや屋内の戸別受信機で、一

斉に情報を伝える仕組みを指します。これに対し、「移動系」とは、市役所、避難

所、地区市民館などに配備されており、相互に連絡を取る仕組みを指します。 

この２つがありまして、電波法の下、運用されていることをご理解ください。 

本市が防災情報伝達基本計画を策定した理由としては、現行システムの２つの課題

を解消する必要があるためであります。 

１つ目は、現行使用しているシステムが老朽化しており、更新を余儀なくされて

いる点です。特に一宮町では平成２年に、御津、小坂井も１３年、１５年の整備と
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なっています。 

２つ目は、「スプリアス対応」と言いますが、電波法の改正によるもので、平成

１９年以前に製造された無線機は、その多くが継続使用出来ないという問題があり

ます。移動系というものですが、豊川市でも平成１５年から整備しているので、ほ

とんどのものが移動系は使えなくなってしまいます。 

この２点の課題に対応するため、豊川市として最適な防災情報伝達システムを構

築するための方針を示したものが「豊川市防災情報伝達システム基本計画」であり

ます。 

現在の進捗状況といたしましては、本年度に入り、この基本計画の方針のもと、

「豊川市防災行政無線整備事業基本設計業務」を行っております。この基本設計業

務では、現在、主に３つの内容を検討しておりますので、その内容について説明さ

せていただきます。 

１ 無線方式について 

まず、一つ目は、「無線方式」についてであります。 

「基本計画」では、同報系防災行政無線のベースとなる方式について、デジタル同

報系のうち「タイプ２」と呼ばれる、低廉化なものを採用するという方針としまし

た。 

この「低廉化方式」は、メリットとして、電波の伝わり方が良くなることや、従

来の方式と比べると、整備に関する費用が若干抑えられるということが挙げられる

一方、「音質が低下する」というデメリットがあります。 

音自体がスピーカーから聞こえてきたとしても、内容が不明瞭で何を言っている

のかが分からない、という状況は絶対に避けるべきことであるため、今年度実施し

ている基本設計業務において再度現行方式と「タイプ２」の比較検討を実施してい

るほか、最近になり導入事例が出てきました「携帯電話回線」を利用するシステム

や、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送システムというアナログテレビがデジタル化し

たことによる電波の未使用帯を利用するものなどについても検討をしているとこ

ろであります。 

２ 屋外拡声子局の再編について 

二つ目は、「屋外拡声子局」の再編についてであります。 

現在、市内には１９２箇所の「屋外拡声子局」がありますが、いわゆる、「ラッ

パ」といわれるものでありますが、平成の合併以前の旧豊川市と旧４町とでは、子

局に対する整備方針が異なっておりました。 

旧豊川市と旧小坂井町については、屋外のスピーカーからの放送で情報を伝える

「屋外方式」を採用しており、スピーカーの数が旧３町と比べて密に設置してあり、

できる限りスピーカーで音が届くよう設計されております。なお、スピーカーが放

射状に均等な角度で配置されていないのは、それぞれ人家などの密集度や距離を計

算して角度を割り出しているためです。 

現在、行方不明者などの放送について、「聞こえづらい」というご意見をいただ

くこともありますが、災害時には最大音量で避難勧告等の放送を行いますが、通常
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時は、昼間に睡眠を取っている方などもいることから半分以下の音量で放送してお

りますことをご了承いただけたらと思います。 

それに対し、旧一宮町、旧音羽町、旧御津町は、もともと「戸別方式」であり、

すべての世帯に「戸別受信機」を配布する方式を採っており、スピーカーは数本し

か建っておりません。 

基本方針では、これらのバラつきを解消しつつ、ひとつのシステムに統合するこ

とを方針としており、今年度の基本設計業務において具体的な設置方法について検

討しております。 

また、今回検討している「屋外拡声子局」の再編では、スピーカーの性能強化に

ついても同時に検討しております。 

通常のラッパ型のものではなく、「近くではうるさくなく、かつ、遠くまで音が

飛ぶ」というスピーカーも開発されてきております。また、山に囲まれた地形と建

物が多く建っている地形では、音の飛び方に違いがあることから、地形に合った音

を出すスピーカーを選定する必要があります。 

そういった新型スピーカーを上手く組み合わせ、旧３町のエリアについては、子

局を増設し、また密に建っている地域については、子局を一部廃止することで、「屋

外拡声子局」自体の数は全体では減らしつつ、きちんと情報が伝えられる音達エリ

アを広げていくことを検討しております。 

８月６日と７日には、市内５箇所において、実際にスピーカーから試験放送を流

して、音の届き具合を確認する「鳴動試験」を実施しました。 

試験では、豊川市の地形に合ったスピーカーの選定や、音質の低下が懸念される

低廉化方式について、聞こえ方や音圧を測定いたしました。 

このデータを元に、今年度、採用する無線方式を決定し、再編する子局配置の設

計を実施していきます。 

３ 戸別受信機について 

最後に三つ目でありますが、「戸別受信機」の扱いについてであります。 

現在、豊川市内では、合併以前の状況によって、戸別受信機がご家庭に有る世帯

と無い世帯があります。 

今説明したとおり、旧３町については屋外拡声子局を増やし、「屋外スピーカー

からの伝達を強化する」という方針ではありますが、この３町には山間部や海岸沿

いなど、物理的に、屋外の音声が届きにくい地形もあるため、以前から戸別受信機

が全戸に配布されていたという経緯があります。 

しかし、現在使用している「デジタル同報系防災行政無線」で使用できる戸別受

信機は、１台あたり５万円程度の費用がかかります。豊川市内の全ての世帯、約７

万世帯に配布することは、コスト面からも現実的ではないと考えております。 

そこで、基本設計業務においては、デジタル同報系防災行政無線以外で、戸別受

信機のように情報を個々に伝達する手段について検討を行っております。 

例えば、携帯電話やスマートフォンを利用したシステムであれば、公的な費用を

大きく削減することが可能です。そういったシステムを採用する一方で、どうして
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も携帯電話などを利用できない方や、戸別受信機を希望される方、旧３町の一部地

域にお住まいの「屋外拡声子局」では情報伝達が難しい方には、安価な置き型の受

信機を提供することができないかについて検討しております。 

大きな災害が発生した場合、行政からの情報をいかに早く、確実に市民の皆様に

伝えるかは命に関わる重要な課題と考えており、その基幹となる同報系防災行政無

線においては、確実性、正確性とともに、情報伝達の多重化も求められる状況とな

ってまいりました。現在豊川市では、防災行政無線、あんしんメール、テレビのエ

ルアラート、エリアメールの４つの情報伝達手段による多重化をとっている。この

なかで基幹となるものが防災行政無線と考えていただければ思います。 

今年度実施しております基本設計業務において、本市にとって最良なシステムを

構築できるよう検討を進めてまいります。 

なお、防災行政無線については、市民の方々の関心も高く、市からの情報伝達の

方法にいて理解をしていただく必要があると考えていることから、今後基本設計の

概要がまとまり次第、住民説明会の開催も検討しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

 

Ｑ（２）上宿区内の建ぺい率、容積率の見直しの進捗について 

（上宿町内会 桑原区長） 

 上宿の約半数を占める地区で建ぺい率 30％、容積率 50％となっており、近隣地

域に比べて条件の悪い地区となっている。このため、居住面積が確保できず、建て

替え等を考えることができないとの理由から空き家が増えている状況にある。この

件については昨年の懇談会でも質問したが、その後の進捗状況について伺う。 

 

Ａ（２）都市対策監（都市計画課） 

 上宿地区では、建蔽率３０％、容積率５０％という厳しい建築制限が課されてお

り、この見直しに関するご要望を昨年度もいただき、今年度から、この規制の緩和

に向けての調査検討を、市域全体で進めていくとお答えしたところでございます。 

その進捗状況についてご説明いたします。 

昨年も同様のご説明をさせていただいたところではありますが、なぜ、そういっ

た制限が課せられているのか、解消するためにはどういったことが必要であるのか

を、まず、ご説明いたします。 

 制限が課せられている理由でございますが、将来的に土地区画整理事業等の面的

整備を行う必要があると判断した区域について、将来の整備に備え、建築物の用途

や規模の制限等、土地利用を抑制する用途地域を設定しております。愛知県ではこ

れを暫定用途地域と呼んでいます。 

市内にはそういった地区が、上宿地区をはじめとして平尾地区、八幡地区、国府

岡本地区、国府高畑地区、為当地区、伊奈地区の７地区（面積として合計約８０ヘ

クタール）ございまして、そのほとんどが昭和４７年１１月に愛知県により指定さ
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れております。 

これまで、暫定用途地域を解消するためには、土地区画整理事業などの面的な基

盤整備が行われることが前提で、事業の完了もしくは着手が確実になった時点で用

途地域を変更するとされておりました。 

先程、ご説明しました暫定用途地域７地区では、土地区画整理事業などの事業化

に至らず４６年が経過してしまった現状です。 

同様な事例は、愛知県下でも多くあることから、暫定用地地域解消のための視点

を、愛知県と関係市町での検討により見直されることになりました。 

その結果、地域住民の皆さんと、地区の現状と課題について十分に協議をし、同

意を得られたものであれば、不足する都市基盤の整備計画を立てることなどにより、

諸条件はあるものの認められることになりました。 

このように暫定用途地域の考え方が見直されたことにより、本市といたしまして

も解消に向けた取組みを始めております。 

暫定用途地域の解消には都市計画において定められている用途地域を変更する

必要がございますが、この用途地域見直しを検討すべき場合とは、現行の土地利用

に大きな変化が生じた場合や、面的整備事業等により目指すべき市街地像に変更が

生じた場合などとされております。 

このことから、用途地域を変更するためには基盤整備の状況を踏まえて行う必要

がございます。 

これは、暫定用途地域の解消を現状の整備水準のままで行うと、無秩序な建築が

進むことが想定されますので、市としましては、最低限度の基盤整備を行うことを

計画として位置づけた上で解消することにより、住みづらいまちとなることを避け

たいと考えております。 

また、用途地域の変更には、縦覧や都市計画審議会での審議などの手続きが必要

となります。 

それでは次に、暫定用途地域の解消を進めている平尾地区の状況について、ご説

明いたします。 

暫定用途地区の内、解消に向けた諸条件が最も整っている平尾地区では、平成２

８年度から先行的に解消に向けた取組みを始めており、今年度３年目を迎えること

になります。平尾地区では地区の基盤整備の状況により、地区を３つに分割して順

次取組みを進めており、その内１地区は平成２９年１月に暫定用途地域を解消して

おります。また、残りの２地区についても、今年度中には解消できる見込みとなっ

ております。 

続きまして、今年度どの様な調査検討を行っているかと申しますと、現在は、各

地区の現状把握を行っております。人口や世帯数の状況、土地利用の現況及び過去

からの変化について、そして、建物の立地状況や建築年次の状況、地形の状況、道

路や排水施設、公園などの都市基盤整備の状況、未接道地の状況などについて整理

しております。 

これらの状況を踏まえた上で、解消に向けて必要な基盤整備や手続きの進め方な
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ど、それぞれの地区に合った手法検討を行ってまいります。 

最後になりますが、次期地区の選定につきましては、今年度の業務の中で整理さ

れる諸条件に基づいて検討してまいりたいと考えております。暫定用途地域解消に

向けては、地区の将来のまちづくりの方針を地区の皆様とともに考えていくことが

大切となりますので、当該地区の一体的なご協力や権利者の皆様のご理解が必要と

なってまいります。このため、解消に対する地区全体のまとまり状況や、事業に対

する熱意なども選定にあたっての重要なポイントとなると考えております。 

ここで、来年度はどこの地区をやっていくのか、という話でございますが、まだ

委託の成果がまとまっておりませんので具体的にお答えすることはできませんが、

この上宿地区は市内で最も乗降客数の多い国府駅に近いため、土地利用の需要も高

く、また、旧耐震基準で建てられた建築物の棟数が最も多い地区であること、そし

て、先ほどの連区長さんのお話や、昨年の市長を囲む懇談会での皆様からの意見な

どを踏まえますと、早期の解消が必要である地区と認識しております。 

 

 

Ｑ（３）「豊川市まちなか居住補助金制度」の制度運用について 

（上宿町内会 桑原区長） 

 先日、町内の加入届けを持ってきた方がおり、この制度が一つの理由で新しくこ

の地域に住むことになったとの話を聞いた。しかし、奥さんは市外から来たのだが、

旦那さんがずっと豊川市の市民だったため対象とならないとのことであった。良い

制度だと思うのだが、条件があり、対象にならない人もいる。国府駅周辺で本制度

の対象となった件数について伺う。また、都市機能誘導区域と定義した地域に上宿

も入ると思われるが現状は町内の半分程度しか指定されていない。交通の便もよく、

これから発展を期待しているが、今後どのような形で進められていく考えなのか伺

う。 

 

Ａ（３）都市対策監（都市計画課） 

 まちなか居住補助金制度のご説明の前に豊川市立地適正化計画について、お話を

させていただきます。 

この立地適正化計画の目的ですが、今後、急速な人口減少・少子高齢化が予測さ

れており、市街地が大きなままで人口だけが減少して低密度化すれば、一定の人口

密度（２０人／ha）に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業などといった

都市機能施設の維持が、将来困難になりかねないことが懸念されております。 

豊川市においても、今後減少することが予測されており、現在１８万人の人口が

２２年後の平成５２年には、最大２万人強減少し１５万８千人台に、また、全体の

３分の１が６５歳以上の高齢者となると予測されております。 

これらの懸念への対策として、市では、持続可能な都市の形成を目指し、コンパ

クトな都市構造の構築を推進するため、豊川市立地適正化計画を策定いたしました。 

 続きまして、この図は、立地適正化計画のイメージでございます。 
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立地適正化計画には、「都市機能誘導区域」と「居住誘導区域」といった２つのキ

ーワードがございます。一つ目のキーワード「都市機能誘導区域」は、このイメー

ジ図の赤色のところでございます。この地域ですと、国府駅周辺が該当いたします

が、医療、福祉、商業などの都市機能を都市の拠点に誘導し、集約することによっ

て、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域で、利便性が高い区域となっ

ております。 

もうひとつのキーワード「居住誘導区域」でございますが、赤色の「都市機能誘

導区域」とそれぞれをつなぐ電車やバス路線の周りに広がっている水色のところで

ございます。「居住誘導区域」は、買い物や病院の受診などの生活サービスが享受

しやすい区域であり、町内会などのコミュニティが、持続的に確保されるように居

住を誘導すべき区域のことでございます。 

この様なコンパクトなまちづくりを推進することで、高齢者などの交通弱者であ

っても歩いて、医療、福祉、商業などの都市機能に容易にアクセスでき、暮らしや

すい安全な都市構造を目指してまいります。 

続きまして、都市機能誘導区域の設定方法でございます。 

市内には７つの都市機能誘導区域がございます。 

都市機能誘導区域の設定方法につきましては、１点目として居住誘導区域内であ

ること、２点目中心拠点及び地域拠点の中心となる駅（具体的に申しますと、中心

拠点ではＪＲ豊川駅と名鉄諏訪町駅、地域拠点ではＪＲ三河一宮駅、愛知御津駅、

名鉄国府駅、八幡駅、伊奈駅そして、名電赤坂駅でございますが）この駅から半径

８００ｍの範囲、３点目が駅から半径１Ｋｍにある近隣商業地域や商業地域、４点

目が豊川市中心市街地商業等活性化基本計画の計画区域、最後５点目が合併前の旧

町の中心である支所を含む範囲、以上５つの設定方法にしたがって設定をしており

ます。 

そうした設定方法による区域内であっても、先ほども説明させていただいた地域、

第一種低層住居専用地域のうち、建ぺい率３０％容積率５０％に指定されている

「暫定用途地域」の区域は除外をしております。これは第一種低層居住専用地域は

もともと店舗や病院などは建築できない区域となっております。また、店舗併用住

宅や福祉施設などは建築することが可能ですが、暫定用途地域は、建ぺい率と容積

率により、厳しい制限を設けており、店舗併用住宅などについても建築が難しくな

っているため、都市機能の集積を図る都市機能誘導区域からは、除外させていただ

いております。 

それでは、国府地区の居住誘導区域と都市機能誘導区域について、説明させてい

ただきます。 

先ほど覧いただきました居住誘導区域は、この青色の線で囲まれた区域となって

おります。 

国府駅を中心に、内側のだいだい色の線が駅から８００メートル、茶色の線が１

キロメートルを表しており、この赤く囲まれた区域を都市機能誘導区域として設定

しております。 
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国府地区の都市機能誘導区域内には、先ほど申し上げた暫定用途地域が３箇所あ

り（上宿地区、国府岡本地区、国府高畑地区）、それぞれ駅から１キロの範囲内に

ございます。今現在は、都市機能誘導区域からは除外されておりますが、暫定用途

地域の解消ができたおりには、都市機能誘導区域の設定方法に沿った形で、立地適

正化計画における都市機能誘導区域としてまいりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

ここで、まちなか居住補助金の説明をさせていただきます。 

豊川市では、戦略的な定住人口増加施策として、市外からの転入者に対して補助

金を交付する「まちなか居住補助金制度」を開始しております。 

この制度は、都市機能誘導区域に、マイホームを取得して、市外から引越してき

た一定の条件をクリアされた方に、固定資産税相当額を最大３年分、また、合わせ

て中学生以下のお子様がいらっしゃる場合には、お子様一人につき１０万円を子育

て奨励金として交付させていただく内容となっております。 

対象区域を「居住誘導区域」でなく、「都市機能誘導区域」としたことについて

ですが、特に都市機能誘導区域に集中して定住人口を増加させることにより、医療、

福祉、商業などの都市機能施設を誘導しやすくし、また、既存の施設を維持させ、

さらに集積を促進させることで、居住誘導区域の中心部である都市機能誘導区域の

利便性を高め、居住誘導区域及び市域全域の住みやすさにつなげるため、都市機能

誘導区域に限定させていただきました。 

なお、国府地区の制度利用状況ですが、９月１９日現在で申しますと、市内全域

で２３件の申請を受け付けており、そのうち６件が国府地区からの申請となってお

ります。ちなみに、国府地区６件の申請のうち５件が豊川西部土地区画整理地区内

となっております。 

 

 

Ｑ（４）国府駅東地区再開発計画の進捗について 

（久保町内会 後藤区長） 

 この計画については、昨年の市長を囲む懇談会でも伺ったが、この計画を進める

ためには地主との関係などを含めて大変難しく、簡単には進まないのではないかと

いう印象を受けている。しかしながら、この計画が完了した暁には、私ども町内と

しては大変有意義であり、様々な面で利便性が向上すると思っている。ぜひ、積極

的に進めることを要望する。この町が豊かになり、そして住みやすい町になるよう

お願いしたい。そこで、現在の国府駅東地区再開発計画の進捗状況について伺う。 

 

Ａ（４）都市対策監（区画整理課） 

 当地区に隣接する国府駅は、先ほども申しましたように本市の中で一番乗降客数

が多い駅にも関わらず、駅の東側には駅前広場がなく、上宿交差点から国府駅に向

かうアクセス道路（市道大池線）やその周辺の道路も非常に幅員が狭くなっており

ます。 
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 また、近年では、豊川西部土地区画整理事業の進捗等により子どもの数が増加し、

特に通学時には市道大池線の歩道が狭いことから、大変危険な交通状況と認識して

おります。 

 当該地区、過去で申しますと、昭和５３年度に土地区画整理事業調査を行ってお

り、当時としては地権者のご理解が得られず事業化に至らなかった経緯もございま

すが、先ほど申しましたことを踏まえ、平成２７年度から再度土地区画整理事業を、

見据えたまちづくりの計画に着手しております。 

 経緯を説明しますと、平成２７年度には個別訪問によるヒアリングを実施しまし

た。 そして、平成２８年度には国府駅東地区の事業化に向けた地元勉強会を３回

開催し、昨年、平成２９年１１月には、スクリーンにあります「位置図」の範囲に

おいて、国府駅東口周辺に土地をお持ちの方を対象に、国府駅東口周辺のまちづく

りについての意向調査を実施させていただきました。 

 調査内容は、８項目について質問をしております。対象者は９４名で、６２名の

方からご回答がございました。 

 集計結果として特に、問の２「あなた若しくは、ご家族の方が対象範囲にお持ち

の土地について、現在の気持ち（不安や不満要素）をお聞かせください。」では、

公共施設への不満が 45.2％、防災・防犯への不安が 32.3％、一方で特に不安や不

満を感じていないという答えも 45.2％ございました。 

 また、問３の「今後、国府駅東口周辺の道路整備やまちづくりを進めることにつ

いて、どのように思いますか？」の問いに、積極的に進めて欲しいあるいは進めて

もよいと思うと回答した方が合わせて 56.5％という結果になりました。 

 この結果から、国府駅東口の状況がこのままではいけないと感じている方が多い

のではないかと考えております。 

 なお、この結果につきましては、スクリーンにありますように「国府駅東地区ま

ちづくりたより」を４月に対象地権者の方へ郵送をしております。 

 この他、平成２９年度は意向調査以外にも、交通量調査を実施しております。こ

れは、国府駅周辺の実態を把握し、今後の整備の基礎データとするためのものです

が、平成２９年１１月の雨の日と１２月の晴れの日の２日間、実施しております。 

 これにより、国府駅東口の利用者の比率は、歩行者及び自転車が約７１％、自動

車による送迎が約１５％、パーク＆ライド（駐車場に車を置いて電車等を利用する

方）が約１３％、タクシー等その他が約１％という状況でございました。 

 そして、今年度では、駅前広場を始め国府駅東側のまちづくりについて必要とな

る都市基盤施設や都市機能施設の検討を、市役所内の関係部署を集め検討をしてお

ります。 

 また、この作業と並行して、整備手法についてもコンサルタントの意見を聞く中

で、従来の面的に換地を設定する方法から、現在の土地利用を考慮し、少ない面積

で換地を上積みする立体換地等、様々な手法について検討しております。 

 区画整理事業を進めるにあたっては、地元の役員さんや、地権者の皆さんのご理

解、ご協力が必要不可欠でございますので、今後におきましては、出来得れば地元
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の研究会組織を立ち上げさせていただき、地域のみなさまと一緒になって事業化に

取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご協力の程宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

Ｑ（５）上宿信号交差点から国府駅間の通学路の安全対策について 

（上宿町内会 桑原区長） 

 先ほどの国府駅東地区再開発にも関連するが、現在、上宿から 250名の小学生が

国府小学校へ通っている。通学時間帯には、歩道からはみ出しており、一般の方は

車道を歩いている。安全パトロールの方々も信号に立ち、見守っているが、物理的

に狭く安全性が確保できていないため、改善が必要と考えている。どのような整備

手法等があるのか、また、今後の対応について市の考えを伺う。 

 

Ａ（５）建設部長（道路建設課） 

 上宿交差点から国府駅間の道路における歩行者の安全対策につきましては、抜本

的な対策としては、歩道拡幅を伴う道路整備を行うことが必要であると考えます。 

こうした中、先程の都市対策監の説明のとおり、現在、この道路周辺を含む地区

において、面的な整備の計画も検討されておりますが、整備には、まだ、かなりの

時間が必要と思われます。 

しかしながら、現状を見ますと、スクリーンの写真のとおり、特に、早朝の通学

通勤時間帯において、通学団による小学生の人数が非常に多くなり、何らかの歩行

者の安全対策を講じる必要があると認識しております。 

この安全対策に関しましては、昨年も議題として頂いており、早期に対応できる

対策について、検討を進める旨の回答をさせていただきました。 

以降、市といたしましては、豊川警察署と、道路構造や交通規制等も考慮した協

議を進めており、現在は、現状の道路幅員内において歩行者の安全対策が図れるよ

う、検討を進めているところでございます。 

それでは、現在、検討を進めております整備案について、概略を説明させていた

だきます。 

まず、現状の道路構造としましては、道路幅員が８ｍから９．７ｍ、そのうち歩

道の有効幅員が約１．５ｍとなっております。 

この道路幅員内において、現状の車道幅員に比べて若干狭くはなりますが、車道

を最低幅員として５．５ｍを確保し、歩道の拡幅整備を行うことで、現状の歩道の

有効幅員１．５ｍを、２ｍから３ｍに拡幅し、歩行者の安全を今以上に確保できる

ような整備を考えております。 

例えば、スクリーンの上の図、断面図①が、最も狭くなる箇所でございますが、

車道幅員が５．５ｍ、歩道の有効幅員が現状の１．５ｍから２．０ｍに拡幅される

計画となります。 
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また、広いところでは、スクリーンの下の図、断面図②のように、車道幅員は６．

２ｍとなりますが、歩道の有効幅員が現在の幅員の２倍となります３．０ｍに拡幅

される計画となります。 

なお、車道と歩道の分離につきましては、ガードパイプを設置する予定をしてお

ります。 

 以上の整備案につきまして、少しでも早い事業実施に向けて、引き続き、関係者

との調整や詳細な調査などを進めてまいりたいと考えております。 

 

 

Ｑ（６）古墳史跡公園化の進捗について 

（上宿町内会 桑原区長） 

 市道大池線、上宿信号までの拡幅工事が予定されており、その中で、船山古墳の

史跡公園化についても進んでいくことになると思う。上宿にとってはこの地域の目

玉となる史跡公園として歓迎しているのだが、今後、どのように進んでいくのかを

含め進捗状況を伺う。 

 

Ａ（６）教育部長（生涯学習課） 

船山古墳の史跡公園化の進捗について、教育委員会からまず、お答えをさせてい

ただきます。 

船山古墳につきましては、昨年度、地元の皆様のご協力をいただく中で、大池線

の道路拡幅に伴う盛土確認調査を実施することができました。この場を借りてお礼

申し上げます。 

さて、今回の船山古墳の議題についてお答えするにあたり、平成 26年８月に行

われた国府東部連区の「市長を囲む懇談会」において、船山古墳に関する質問がご

ざいましたので、確認の意味も含めそのお答えの概要を説明させていただきます。

その時の質問は「船山古墳の整備について」でございましたが、古墳の整備方法に

ついては 安城市にある国指定の二子古墳の整備のように、現況の古墳の盛土や樹

木などを保存した緑地的な整備を検討しており、各地の古墳整備で行われている古

墳表面を覆う葺石や埴輪列の復原は、緑地の保全を考え部分的なものにとどめるこ

と、大池線の道路拡幅による工事の影響範囲をできるだけ少なくすることなどをお

答えさせていただいております。 

続きまして、今回の議題の「船山古墳史跡公園化の進捗について」お答えさせて

いただきます。古墳周辺の区画整理の工事や地権者交渉も進んできましたので、今

後生涯学習課において事業化に向けた計画を立案し、市の総合計画実施計画事業と

して位置づけ、その工程計画に基づき設計作業・整備工事へと進めていきたいと考

えております。スケジュール的には、整備にかかる補助金や起債（地方債）の制度

も考慮し、今後数ヵ年のうちに整備が完了するよう調整を進めていきたいと考えて

おります。 

古墳の整備方法については以前にも「市長を囲む懇談会」でお答えさせていただ
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いたとおり、現況の古墳の盛土や樹木などを保存した緑地的な整備とする予定であ

り、整備方法の具体化にあたりましては地元の皆様の意見をお聞きする場を設ける

ことや、これまでの発掘調査で得られた調査成果も反映させたいと考えております

ので、どうか、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

Ａ（６）都市対策監（区画整理課） 

続きまして、上宿交差点付近の整備状況につきましては、都市対策監の鈴木から

お答えします。前面のスクリーンに姫街道線及び大池線の平面図がありますので、

ご覧ください。 

姫街道線と大池線について、それぞれの状況を説明させていただきます。 

最初に姫街道線でございますが、今年度は昨年度に引き続き、ファミリーマート

の前から上宿交差点方向へ約８０ｍの区間の車道舗装を行います。 

この工事は、豊川舗装株式会社と契約し、現場の着工は１１月下旬から１２月上

旬を予定し、年内には工事が完成する予定です。 

なお、上宿交差点までの残り約８０ｍは平成３１年度に行う予定でございます。 

次に、大池線の整備でございますが、今年度は、昨年度に土を削った船山古墳に

土留め擁壁を設置する工事を行います。 

この工事は、株式会社共力建設と契約し、現場の着工は１１月下旬から１２月上

旬を予定し、来年２月末までに完成する予定でございます。 

また、船山古墳の北側にある泉コーポの所有者と建物移転の契約をすることがで

きましたので、来年３１度は、当該部分の発掘調査を実施すると共に、歩道設置を

含めた延長９０ｍの道路整備を実施する予定でございます。なお、両路線とも歩道

の幅は３．５メートルで整備を行います。 

平成３１年度ではございますが、上宿交差点の整備は、姫街道線や市道大池線の

機能向上を図ることとなり、渋滞解消の一助となるものと認識しております。 

 

 

 

 

関連質問 

Ｑ１ 防災行政無線について 

 防災行政無線ついて、豊橋市では、FM 放送によるラジオ対応防災無線を全宅

（戸）に無料で配布している。市外の場合は 1500 円かかる。豊川市では FM ラジ

オの活用の考えはあるか。 

 

A１ 防災対策監 

 豊橋市は FM 豊橋と契約し、災害時には FM 波で災害情報を伝達するというシ

ステムを組んでいる。これは、豊橋市が FM を持っているから可能となるもので、
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豊川市には FM 局はない。豊川市でも FM 豊橋の電波が届くので実施することは

可能だが、情報の１番目は豊橋市になり、豊川市は２番目となる。これでは役に立

たないので、FM を使うことは考えていない。今現在は、FM 局を作る費用をかけ

るよりも、ポケベル波や使っていない携帯電話の電波などによる整備がこの 1 年で

進んでおり、最近では豊田市でポケベル波を使った防災行政無線を構築している。

この場合、個別受信機は２万円程度で、市が支援すると 1500 円程度で配備するこ

とが可能になるのではないかと考えている。現在、基本設計の中で検討している。 

 

 

Ｑ２ 自転車の駐輪について 

上宿交差点から国府駅に下りるところにタクシー会社の駐車場があるが、その辺

りに自転車が多く駐輪されるようになっている。誰が管理しているのか。 

 

A２ 建設部長 

 自転車の関係は、市民部の管轄となるので、状況を確認するよう伝える。 

 

 

 

国府東部連区長あいさつ 

本日は長時間にわたり、真摯な回答をありがとうございました。また、多くの方

に出席していただき、この地区の行政に対する関心の高さを感じました。今後とも

よろしくお願いします。 

 

 

 


