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小坂井連区の「市長を囲む懇談会」【概要】 

 

日 時 平成３１年１月２２日（火）午後７時 

場 所 小坂井生涯学習会館 集会室 

参加者 連区長始め５５名 

    市長、竹本副市長、企画部長、防災対策監、子ども健康部長、産業部長 

    建設部長、都市対策監、上下水道部長、消防長 

 

小坂井連区長あいさつ 

 みなさんこんばんは。小坂井連区長の井上です。 

 本日はご多忙のところ市長、竹本副市長はじめ、各部長の皆様方にご出席いただ

きありがとうございます。 

 また、ご来賓の市議会議員の皆様にも、お忙しい中ご参加いただき、ありがとう

ございます。 

 当懇談会は前回、合併直後に開催されており、それ以降数年開催されていないと

聞いております。議題については、予め連区全体の議題として決めさせていただい

ておりますので、ご了承願います。 

 今回、区民の皆様にも大勢参加していただいておりまして、この懇談会を是非、

有意義なものにしたいと思っておりますので、本日はよろしくお願いします。 

 

 

（出席者の紹介） 

 

 

市長あいさつ 

 みなさんこんばんは。日頃は、市政運営にご理解とご協力いただき、改めて御礼

申しあげます。小坂井町と豊川市が合併しまして、９年が経過し、１０年目に入っ

てまいります。これからも皆さんのご意見をお聴きし、まちづくりを進めてまいり

ますので、よろしくお願いします。 

 さて、昨年の６月９日には、豊川海軍工廠平和公園を開園することができました。

２，５００名を超える方が犠牲になられ、この歴史を後世へ伝えることが私の使命

と思い整備を進めてまいりました。この地域でも犠牲になられた方がお見えになる

と思います。今後も平和行政をしっかりと進めてまいりたいと思っております。 

 また、昨年は、災害が多く発生しております。東三河でも３つの大きな台風が襲

来しまして、中でも、２４号では市内全域に渡り停電が発生しました。こうした中、

あらゆる災害に対する備えを進めるため、市役所の敷地内に防災センターを建設し

ております。引き続き、安全安心なまちづくりを進めてまいります。 

 その他としまして、豊川市では小中学校エアコンの設置を平成 29 年度から他市
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に先駆け整備を進めております。今年の夏までには全ての小中学校で設置が完了し、

その後、順次保育園のエアコン設置を進めてまいります。 

 これから、皆さんからいただきました質問にお答えさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

 

 

議 題 

 

Ｑ（１）合併後のまちづくりについて 

（小坂井連区 井上連区長） 

合併後のまちづくりについて、合併後９年が過ぎようとしています。そこで、合

併後のまちづくりについて、豊川市の都市計画の方針及び小坂井地区の都市計画の

考え方について伺う。 

 

Ａ（１）都市対策監（都市計画課） 

 「合併後のまちづくりについて」ということで、本市のまちづくりの大きな方針

をお示ししております、豊川市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画につい

てご説明いたします。 

 それではまず、都市計画マスタープランとはどの様なものであるのかについて、

ご説明させていただきます。 

都市計画マスタープランは、「全体構想」と「地域別構想」により構成されてい

ます。「全体構想」とは、目指すべき市の将来像の実現に向け市街化区域や調整区

域の分け、用途地域などの土地利用、道路や公園、下水道といった都市施設（のあ

り方などをお示しするものです。また、「地域別構想」とは、本市を１０の中学校

区単位で区分し、その区域ごとのまちづくりの考え方や整備内容・方策などをお示

しするものです。 

この都市計画マスタープランに基づき土地の使い方のルール、都市に必要な施設、

面的なまちづくりなど、様々な都市計画を定めます。 

 この都市計画の方針を定めるにあたっては、豊川市の産業や観光の動向、土地利

用の状況、建物の新築件数等の様々な現状の整理・分析を実施し、課題の整理を行

っています。 

なかでも、人口の将来見通しについては、今後の豊川市の都市計画のあり方に大

きく影響することになります。 

豊川市の人口は、平成２７年の国勢調査によると１８２，４３６人です。 

平成２２年の１８１，９２８人からは多少増加していますが、画面の図の赤い線

が豊川市の人口ビジョンが示す将来人口の目標値では、将来的には減少傾向にある

ことが想定されています。 

このような人口減少・少子高齢化の進行を踏まえ、豊川市では市街地をコンパク

トにしていく都市計画が必要とされています。 
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こういった、人口減少・少子高齢化などの都市づくりの課題や目標を踏まえ、都

市計画マスタープランでは、豊川市の将来の骨格を「将来都市構造図」として示し

ております。 

「将来都市構造図」では、主要な鉄道駅周辺部に拠点を定めております。 

図の赤色で示した豊川地区、諏訪地区及び両地区を結ぶ中央通地区の 3地区を一

体的に捉えた中心市街地を「中心拠点」としています。 

また、オレンジ色で示した市内の主要な鉄道駅を中心とした国府地区、八幡地区、

一宮地区、音羽地区、御津地区及び小坂井地区を地域拠点としています。 

中心拠点はアクセス利便性に優れ、すでに医療、福祉、子育て支援など、都市機

能が多数立地しており、将来に渡り本市の中心にふさわしい地区で広域的な都市機

能の誘導または維持を図ります。 

地域拠点は公共交通によるアクセス性に優れ、身近な日常生活圏の中核となる地

区で拠点間の連携を図り、市民生活に必要な機能の充足を図ります。 

お示しした拠点間のアクセス性を高め連携させるための軸を定め、鉄道や主要な

道路を位置づけています。 

このように豊川市では、各拠点周辺に都市機能を集積し、軸により相互に連携さ

せるコンパクトなまち、集約型都市構造と言いますが、このようなまちづくりを目

指しています。 

こちらは地域別構想における小坂井地区のまちづくり方針図となります。 

JR 西小坂井と小坂井、伊奈駅を包含する形で地域拠点を定めており、交通結節

点となるそれらの駅周辺へ住民生活を支える商業などの拠点機能の集積や各方面

へのアクセス強化を示しています。 

また、都市計画道路名豊道路の小坂井御津インターチェンジの完成により交通結

節点としての機能が高まっていることなどから、幹線道路ネットワークの充実など

を示しています。 

続きまして、立地適正化計画についてご説明いたします。 

先ほども説明させていただいたとおり、今後の急速な人口減少・少子高齢化によ

り、拡散した市街地のままで人口密度が低密度化すれば、一定の人口密度に支えら

れてきた医療や福祉、商業などの都市機能の維持が困難になることが懸念されてい

ます。その懸念に対する取り組みとして、国は居住や都市機能の適切な誘導を図る

ために、平成 26年に立地適正計画制度を創設しました。 

こちらが国が示す立地適正化計画制度のイメージ図です。 

立地適正化計画では、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」を設定します。 

水色の部分が「居住誘導区域」という区域です。居住誘導区域は、人口密度を維

持することにより病院や福祉施設などの都市機能施設やコミュニティが持続的に

確保されるよう、居住を誘導する区域です。 

居住誘導区域の中に赤く色取られた区域がいくつかありますが、この部分を「都

市機能誘導区域」といいます。都市機能誘導区域は、病院や福祉施設などの都市機

能施設を、先ほど都市計画マスタープランのご説明でもお話のありました拠点に誘
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導し、集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。 

豊川市では、平成２９年２月に立地適正化計画を策定しています。 

こちらが小坂井地区における居住誘導区域、都市機能誘導区域を示した図となり

ます。 

青色の線で囲まれた区域が居住誘導区域です。市街化調整区域や工業地域が除外

されています。 

赤色の枠で囲まれた区域が都市機能誘導区域です。居住誘導区域のうち、西小坂

井駅、伊奈駅、小坂井駅の３つの鉄道駅を中心として半径８００ｍから１㎞圏内を

基本とし定めています。 

なお、都市機能誘導区域の面積については、各地区の面積が左下の表にまとめて

あります。地区内に３つの主要駅がある小坂井地区は、中心拠点をのぞき、他地区

と比べて広い面積となっています。 

中心拠点と地域拠点には、それぞれの都市機能誘導区域においては誘導施設が定

められています。 

小坂井地区においては、福祉施設や文化施設等が都市機能誘導区域に立地してお

り、医療施設、商業施設は駅の徒歩圏内に立地していることから、生活に必要な施

設はおおむね確保されています。 

今後も高い交通利便性を活かして新たな転入を促進し、地区のにぎわいを創出す

るため既存の都市機能施設の維持・拡充を図ってまいります。 

説明は以上でございます。 

 

 

Ｑ（２）小坂井地区の社会資本投資について 

（八丁町内会 本田会長） 

小坂井地区の社会資本投資について、２点質問します。１つ目は小坂井地区の下

水道整備計画及び水道法改正による方針について、２つ目は道路整備について、小

坂井地区の今後の整備方針等について伺う。 

 

①小坂井地区の下水整備計画、及び水道法改正による方針について 

Ａ（２）①上下水道部長（下水整備課・水道業務課） 

豊川市の公共下水道につきましては、昭和４７年から整備をはじめ、今年度末に

は、市全体で約８５．８％の方が下水道を使用できる状況になる予定です。 

しかし、旧市町ごとで整備率に異なっています、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井

町の整備が進んでいるのに対し、旧豊川市が８６．５％、旧一宮町が６５．９％と、

この１市１町の整備が遅れている状況です。 

これを踏まえて、昨年度末に下水道の整備計画を策定し、２０２５年度（平成３

７年度）を整備目標とした第１０次拡張区域を決定しました。 

現在の整備状況図、下水道の整備計画については、図面（パワーポイント）をご

覧ください。 
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黒色部分が、下水道の整備済み区域になります。 

青色部分が、現在、整備中の区域になります。 

赤色部分が、昨年度末に策定した第１０次拡張区域になります。 

緑色部分が、それ以降の整備予定区域になります。 

赤色部分の整備計画の区域については、整備が遅れている旧豊川市、旧一宮町の

うち、人口密度が高く、整備効果が高い地区を選定しました。 

具体的には、いまだに下水道が整備されていない市街化区域や市街化区域に隣接

した人口密度の高い市街化調整区域になります。 

こちらの図面が小坂井地区を拡大したものになります。 

今年度、下水道の整備をしていた地区が伊奈町の佐脇原地区、宿町の白山地区と

中島地区になります。 

佐脇原地区については、今年度で整備を完了し、宿白山、宿中島地区については

来年度で整備を完了する予定です。 

旧小坂井町をはじめ旧御津町、旧音羽町につきましては、市全体の整備率、基盤

整備の平準化のため、２０２５年度（平成３７年度）までの整備予定には入ってお

りませんが、当該伊奈地区は集落も形成され、投資効果も期待できるので次期の整

備計画が策定される場合は有力な候補と考えております。 

以上のように、当面、旧小坂井地区においては下水道の新規整備ではございませ

んが、下水道の改築工事については必要に応じて実施しております。 

その 1つとして、現在、南山グラウンドから小坂井住宅までの道路（図面の赤線

の部分）について、下水道管の変形、破損が原因とみられる道路の沈下があります

ので改築工事を予定しています。 

ただし、過去に小坂井住宅ちびっこ広場付近で改築工事を行っていますが、地下

水よりも深い位置に管があることから地下水が下がる１月下旬から３月上旬の２

ヶ月間に工事期間が限定されるため、改築する管路を浅くする必要があります。 

これらの工事につきましては、平成３１年度に実施設計委託を行い、平成３２年

度から改築工事に着手できるよう準備してまいります。 

今後も下水道の機能を維持するために必要な修繕や改築工事は整備計画に関係

なく実施してまいります。 

続きまして、水道法の一部改正による方針についてご説明いたします。 

水道事業を取り巻く環境としましては、人口減少に伴う水の需要の減少により、

水道料金収入が減少する一方で、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の課題

に直面しております。 

国は、これらの課題に対応し、水道事業の基盤の強化を図るため、先の臨時国会

において水道法の一部改正の法案を成立させたところでございます。 

この水道法の一部改正のポイントとしましては、大きく２つございまして、テレ

ビや新聞等でご存知の方もおみえになるかと思いますが、１つは、広域連携の推進、

いわゆる広域化と、もう１つは、官民連携の推進、いわゆるコンセッション方式の

導入による民営化に向けた動きでございます。 
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まず、「１．広域連携の推進」につきましては、（１）として国は、広域連携の推

進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定めることとしています。 

次に（２）として、都道府県は国が策定する基本方針に基づき、関係市町村等の

同意を得て水道基盤強化計画を定めることができることとしています。 

また、（３）として、都道府県は広域連携を推進するため、関係市町村等を構成

員とする協議会を設けることができることとしています。 

この一部改正の趣旨は、都道府県が計画を定めることや協議会を設けることが

「できる」としており、義務とはしていないものの、国が都道府県に広域連携の推

進役を担わした点でございます。 

さらに、水道基盤強化計画を定めることができる条件として、「関係市町村の同

意を得て」としており、あくまで、主体は関係市町村にある点です。 

次に「２．官民連携の推進」につきましては、地方公共団体が水道事業者等とし

ての位置づけを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて水道施設に関する公共

施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入するとしています。 

この一部改正の趣旨は、これまでも、地方公共団体が事業認可を手放せば、民間

事業者に運営権を譲渡することは可能でしたが、地方公共団体が事業認可を手放さ

なければいけなくなるため、水道事業での導入事例はございませんでした。 

そのため、このたびの改正により地方公共団体が施設の所有権を持つなどの一定

の関与を残しながら、民間事業者に運営権を譲渡できるよう選択肢を新たに設けた

点にあります。 

従いまして、この法律の一部改正が成立したことにより国が地方公共団体に対し

直ちに民営化を進めなさいとしているのではなく、水道事業の基盤強化を図るため

の選択肢を広げたものと解釈していただきたいと思います。 

それらの一部改正の趣旨に対し、本市の水道事業の方針としましては、昨年６月

に公表した豊川市水道事業経営戦略に基づきまして、「広域化」は、料金体系や財

政状況の格差など市民生活に影響を与える課題も多く、検証や調整には、充分な時

間が必要となるため、まずは、施設の共同化や一体管理など、地域の実情に応じた

適切な広域化の形態について可能なものから検討しまして水道事業が抱える諸課

題への対策手段の一つとして考えています。 

また、新聞等にありました「民営化」は水道料金業務などの各種業務を民間に委

託し効率化を図ってきましたが、今後もその範囲と効果を検討するとともに、水道

事業者が資産を有したまま民間事業者が運営権を獲得する制度、いわゆる「コンセ

ッション方式」などの新たな手法につきましては、充分、コストの削減効果だけで

なく技術継承の問題も併せて慎重に検証したいと考えています。 

したがいまして、水道法が改正されとことが、即、民営化あるいは水道料金の改

定に繋がるという状況ではありません。水は人の生活に欠かせないと考えておりま

すので、浜松市が先進事例としてマスコミ等で報道されておりましたが、成果等を

十分に確認したうえで慎重に調査、研究を進めたいと考えています。 
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②道路整備について（小坂井地区の今後の整備方針等） 

Ａ（２）②建設部長（道路建設課） 

 生活道路の整備につきましては、基本的に地元からの土木要望をもとに整備の計

画を立てております。毎年、各町内から非常に多くの土木要望を頂いている中で、

各地域における整備のバランスを考慮し、通学路の指定の有無、交通量、危険度な

ど、安全性を考慮した道路整備を優先度の高い事業として、限られた予算の中では

ありますが、整備を進めているところです。 

 各地域の整備バランスにつきましては、例えば、平成３０年度の予算に関しまし

ても、旧４町の基盤整備の充実を意識した整備方針となっており、事業費の割合と

いたしましても、旧豊川市が約３０％に対し、旧４町は約７０％となっております。 

 今後も地域のバランスを考慮し、安全性の確保を優先した整備を進めていく予定

でございます。 

 小坂井地区につきましても土木要望をもとに同様の方針で整備を進めてまいり

ます。 

 

 

Ｑ（３）都市計画道路の整備について 

（西小坂井町内会 寺田会長） 

都市計画道路の整備について、経済成長の時代に決定された都市計画道路は 30

年経過している。なかには事業実施が見込めない路線があるのも事実です。今後の

方針について伺う。 

 

Ａ（３）都市対策監（都市計画課） 

現在、豊川市には約１８０ｋｍの都市計画道路がございます。 

スクリーンに表示しております、都市計画総括図、こちらでオレンジ色でお示し

している道路が都市計画道路です。 

ご質問にありますとおり、この多くは昭和４０年代、５０年代におおむね現在の

形で都市計画決定され、以降、順次整備を進めているものの、整備済みとなる道路

は約１００ｋｍ、整備率としては約５６％に留まっています。 

なお、小坂井地区におきましては、整備率約４９％となっております。 

未整備となる路線は長期未整備となっており、決定された区域内には３階建てや

鉄筋コンクリート構造が建築できない等の建築規制が課されるなど、本市の都市計

画における課題の一つとなっています。 

また、都市計画決定当時から道路へのニーズの変化、市町合併、人口減少、交通

量増加の鈍化等、社会情勢も大きく変化しています。 

このことから、現在、本市では平成２６年度から、市全体の都市計画道路網の見

直しを進めています。 

検討作業の概要についてご説明いたします。 

検討作業では、現況整理、交通需要、地域ごとの道路における課題整理を進め、
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市としての将来道路交通ビジョンを策定し、それぞれの都市計画道路について、ま

ちづくり上の整備効果の検証、将来交通量推計による需要予測等を行い、都市計画

の必要性の検証を行い、最終的な見直しの方針、廃止や変更の考え方を取りまとめ

ました。 

こちらが、検討作業による見直し結果を反映した都市計画道路網図です。 

この中で、着色された路線は必要性が認められ、今後も継続して都市計画を指定

する路線です。 

一方で、着色のないグレーの路線が必要性が低く、今後、都市計画の廃止を検討

する路線となります。 

小坂井地区を拡大すると、ご覧のとおりとなります。 

全体の考え方として、都市計画は市街地における基盤整備であるため、市街化区

域（画面上のピンク着色部）内は市街地を形成するうえでまちづくり上の評価は高

くなります。一方、市街化調整区域は交通処理機能を重視した考え方により整理を

行っています。 

この結果、小坂井地区で該当する路線としては、前芝国府線、中通線及び前芝西

小坂井線の市街化調整区域の区間については、他の路線により機能代替が可能なも

のとして今後、廃止を検討する路線としています。また、名豊道路小坂井御津イン

ターチェンジへアクセスする路線については、市の骨格を形成する機能等を有する

ことから、市街化調整区域の区間であっても、存続するものとしております。 

なお、これらの『都市計画道路の廃止』については、あくまで都市計画を外すも

のであり、現行の道路をなくす、整備しないということではなく、交通安全上の課

題等に対する事業については、廃止後も個別に対応してまいります。 

最後に、これまでの経緯と今後の予定についてご説明いたします。 

先ほど申し上げました通り、見直し作業については平成 26 年度から着手してお

り、検討委員会を組織し、２ヵ年をかけて検討作業を進めました。 

その後、愛知県による県全体の見直しが実施されたため、この完了を待ち、県の

考え方と市の考え方の整合を図ったうえで、平成３０年１０月から１１月にかけて

パブリックコメントを実施します。明日、１月２３日に最終的な見直し計画を公表

する予定となっています。 

今後についてですが、実際の都市計画の廃止については、見直し指針の施行とは

別に、都市計画法等に基づく各種の手続きが必要となります。 

法手続きについては、平成３１年度以降、隣接市や県と調整しながら進めてまい

ります。 

なお、各手続きの実施の時期については、決まり次第、市広報やホームページに

てお知らせしてまいります。 

 

 

Ｑ（４）南海トラフ地震に対する緊急避難施設の整備、及び対策について 

（新町町内会 小野会長） 
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南海トラフ地震に対する緊急避難施設の整備、及び対策について、２つ質問しま

す。1つ目は、住民への情報提供と避難所について伺います。避難所については地

震と台風などの風水害とでは場所が異なり、住民には分かりづらいと思います。 

２つ目として、佐奈川の集中豪雨などで佐奈川の水位が上昇した場合、低いとこ

ろでは浸水するところが多く見られます。対策は徐々に行われていますが、そのス

ピードは遅く、昨今、多発する異常気象に対応するためには抜本的な対策が必要で

す。以上２つの質問について伺う。 

 

①住民への情報提供と避難所について 

Ａ（４）①防災対策監（防災対策課） 

 まず始めに、避難所などに関する情報提供についてお答えさせていただきます。 

開設される避難所の情報はなど、まず同報系防災行政無線やあんしんメール、市ホ

ームページにより情報提供されます。その他の情報提供手段として、本市では、平

成２７年３月１８日にヤフー株式会社と「災害に係る情報発信等に関する協定」を、

また、平成２９年３月２８日にファーストメディア株式会社と「豊川市の防災情報

提供に関する協定」を締結しております。 

どちらも、相手先の会社へ避難所等の情報を提供済みで、パソコンやスマートフ

ォンから、インターネットによって地図上の避難場所を確認できる仕組みが作られ

ております。 

ヤフーについては、本市のホームページに、ヤフー地図へのＵＲＬが掲載されて

おりますので、ご確認いただければと思います。 

また、ファーストメディア株式会社との協定は、同社が開発した「全国避難所ガ

イド」というアプリに対し、豊川市の避難所等の情報を提供しております。これも、

アプリをダウンロードすると、スマートフォンの画面で避難所等が表示されるもの

です。 

これら大手通信事業者が開発しているアプリの最大の特徴は、豊川市だけでなく、

全国規模で利用が可能となっている点でございます。もし仮に旅行などで遠方にい

る際に災害に遭遇した場合でも、この地域の避難所情報を確認し避難することがで

きます。このため本市では、個別に開発するのではなく、通信事業者と連携し、情

報提供することでアプリを活用していくこととしております。 

また、最近はＬアラートという仕組みがあります。例えば、災害時に本市が開設

した避難所の情報を県へ報告すると、同時に報道機関へもこのＬアラートにより情

報が流れるため、テレビのデータ放送などでも避難所の確認ができます。テレビを

みていると、下に帯が流れます。これもＬアラートをもとに各放送局が流している

情報になります。 

このように最近は、インターネットやスマートフォンの普及により情報収集の手

段が多様化しており、市で協定等を締結しているものでなくても民間の防災アプリ

などでも避難所は表示されるようですので、様々なアプリからご自身で見やすいも

のを選んでいただくなど、上手く活用していただくのも一つの手段であるかと思い
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ます。また、そういった便利なアプリなどについては、今後も市から分かりやすく

情報提供して行きたいと考えております。 

次に、避難所についてお答えします。災害が発生した場合、状況に応じて避難所

が開設されることとなりますが、現在、豊川市内には全部で９５か所の避難所がご

ざいます。そのうち小坂井中学校区内の避難所は、小坂井中学校、小坂井東小学校、

小坂井高等学校、小坂井生涯学習会館、小坂井文化センター、小坂井西小学校、小

坂井文化会館（フロイデンホール）の７か所となります。 

また、市内９５か所の避難所のうち、台風などの風水害時に開設される避難所は

２５か所が指定されており、小坂井中学校区内では、小坂井生涯学習会館がそれに

あたります。 

また、小坂井連区さんが言われる「緊急避難施設」というのは、津波もイメージ

してのことかと思いますが、津波を想定した避難施設としては、現在、市内に３か

所の「津波避難ビル」があり、そのうちの２か所が小坂井中学校区内にございます。 

ひとつは「消防署の南分署」、もうひとつは「小坂井西小学校」でございます。

津波避難ビルの収容可能人数は、南分署は屋上の一部を利用するということで 150

人、小坂井西小学校は、北校舎の２階を利用するということで 600人となっており

ます。 

南海トラフ地震を想定した被害予測における小坂井地域の避難対象人数は、「過

去地震最大モデル」で８３世帯２４２人、「理論上最大想定モデル」で２０８世帯

６３８人と予測されており、現在設置している津波避難ビルで収容可能となってお

ります。 

この津波避難ビルの使用方法につきましては、南分署につきましては、２４時間

職員が常駐しておりますので、いつでも避難が可能でございます。また、小坂井西

小学校には、校舎の入口に、防災ボックスという、防災資機材が収納されている箱

が設置されております。この防災ボックスは、震度５弱以上の地震が発生した場合

に自動的に鍵が開く仕組みとなっており、箱の中には、校舎の鍵、拡声器、バール、

ライト付きラジオが収納されており、避難された方が迅速に避難することが可能と

なっております。 

南海トラフ地震の被害想定では、「理論上最大想定モデル」の場合でも、最大津

波高が３．５メートル、津波到達時間は最短でも７７分ということで、発災後すぐ

に避難を開始すれば、充分に避難が可能であるため、現在、市では災害発生時にお

ける、例えば高台のような緊急避難施設を小坂井地区に新たに整備することは考え

ておりませんが、現在多くの方々が避難所として利用することを予定している小中

学校において避難生活をより良い環境で送っていただけるよう整備を進めており

ます。 

まず、小中学校の体育館が地震などにより使用が出来ないということがないよう、

耐震改修事業及び照明設備など非構造部材の落下防止対策を実施してきました。 

そして現在は、東日本大震災などの教訓から「マンホールトイレ」の設置事業を

５ヶ年計画で進めているところでございます。小坂井地区では、平成２８年度に小
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坂井西小学校に、２９年度に小坂井東小学校の整備を終えております。平成３０年

度には小坂井中学校への整備を予定しております。 

また、最近ではスマートフォンが避難所での情報収集源となっていることから、

それらの電源を確保するため、ソーラー式発電機の整備を行うとともに、避難所で

のコミュニケーションを円滑に実施するためのコミュニケーションボードの配備

も行ってきております。 

このように、現在は、既存の避難所施設の整備を中心に事業を展開していること

についてご理解をお願いいたします。 

 

②佐奈川の防災対策について 

Ａ（４）②建設部長（道路維持課） 

 佐奈川の防災対策につきましては、管理者である愛知県へ確認をいたしましたの

で、その内容をご報告させて頂きます。 

 まず、南海トラフの巨大地震などで想定されるような規模の地震における津波の

遡上と、昭和２８年の１３号台風、昭和３４年の伊勢湾台風を踏まえて決定されて

いる台風時の高潮の影響につきましては、現状において東海道新幹線の付近まで影

響すると予測されております。 

 次に、大雨などにより発生する洪水を流下させる河川の断面につきましては、あ

る程度の規模の水準となっているものの、愛知県が当面目指している規模の治水安

全度に達していないため、河川の改修が必要と判断されておりますが、現在はこの

改修を行うために必要となる「河川整備計画」が策定されておりませんので、計画

の策定を検討していると聞いております。 

 この「河川整備計画」を策定後、改修工事の実施となりますが、佐奈川につきま

しては周辺河川の整備状況を勘案しながら、順次整備することになっております。 

 このため、河床が洗堀された部分を根固めで保護した箇所など、堤防の強度が心

配される箇所につきましては、河川パトロール等で点検、監視を行い、異状が確認

された場合には補修等の対応をしていくと聞いております。 

 現状を踏まえまして、豊川市としましては、佐奈川の整備計画策定及び改修工事

が早期に行われますよう、今まで以上に愛知県に対し強く要望をしてまいりたいと

考えております。 

 また、県、市では河川改修整備が進んでいない中で、ソフト対策事業を進めてお

ります。 

豊川市では、スクリーンにございます「豊川市洪水ハザードマップ」を作成して

おり、これは概ね５０年に１回程度起こる大雨を想定し、ピーク時の１時間に９４

ｍｍの降雨がある場合で、黄色が５０㎝未満、緑色が５０㎝～１ｍの浸水を想定し

た図となっております。 

 しかしながら、最近は異常気象とも言える記録的な集中豪雨が多く発生しており

ますので、現在、愛知県の取り組みとして、想定できる最大規模の降雨を前提とし

た洪水による浸水の想定区域図の見直しを行っており、佐奈川につきましては平成
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３１年度の見直しを予定していると聞いております。 

その後、その区域図を基にして、豊川市が洪水ハザードマップに反映させる予定

となっております。 

 次に、豊川市が設置しております河川状況を確認するための河川監視カメラにつ

きまして、説明させて頂きます。 

河川監視カメラは、現在、愛知県の管理している６つの二級河川に７箇所設置し

てあります。 

このうち、佐奈川につきましては、四ツ谷橋付近と佐奈橋付近に１箇所ずつ設置

されており、豊川市のホームページから閲覧が可能で、５分おきに画像が自動更新

される設定となっております。 

 皆様方におかれましては、監視カメラを活用することで、逃げ遅れ防止などに役

立てて頂ければと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

 

Ｑ（５）多面的機能交付事業の目的と役割並びに事業効果について 

（伊奈町内会 堀江会長） 

 多面的機能交付事業の目的と役割、事業実施によりどのような効果があったのか

伺う。 

 

Ａ（５）産業部長（農務課） 

 多面的機能支払交付金事業は、農業や農村が持っている、国土の保全、水源の涵

養、自然環境の保全、良好な景観の形成などといった多面的な機能の維持・発展を

図るための地域の共同活動に支援を行う目的で導入された国の制度で、国と県、市

町村が連携して地域にできた活動団体に対して資金的支援を行っている事業です。 

 現在豊川市内では、６地区において組織がつくられ、農業用施設の維持管理に関

する様々な事業が実施されています。 

 小坂井連区内では、平成２７年に伊奈地区において「伊奈みどり会」という名称

で団体がつくられ、活動いただいております。「伊奈みどり会」では、農業振興に

かかる地域資源の基礎的な保全を図る農地維持活動と地域資源の質的向上を図る

施設の長寿命化活動を実施しています。 

 具体的には、農地維持活動では農道や水路、畦の除草、水路の泥上げ、未舗装農

道の路面補修を行っています。長寿命化活動では豊川用水の取水ポンプの更新を行

っています。 

 なお、当地区では、これらの作業を必要とする箇所が多くあり、中村、市場、北

村の３地区の代表により取り組む事業の優先順位等を確認し合い、具体的な作業計

画を立て維持管理活動に取り組んでいただいています。 

 この多面的機能支払交付金事業により、基本的に地元負担なしで、地域内の農道

や用排水施設等の農業施設の適正な維持管理を地域自らの裁量により取り組むこ

とができ、大きな支障が生じることなく営農活動を継続することができています。 
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Ｑ（６）消防団について 

（美園町内会 室伏会長） 

冒頭に山脇市長から今後、防災に力を入れていくとの力強いお言葉いただき安心

しています。ただ、地元では消防団組織の役割に対する理解が乏しい。消防団は地

域のリーダーとして頑張っていただけなければならないと考えているが、消防団の

地域との関わりについて豊川市の考えについて伺う。 

 

Ａ（６）消防長（消防本部総務課） 

 消防団につきましては、既にご存知の方もおみえになると思いますが、はじめに、

消防団組織の法制上の観点からご説明させていただきます。 

 わが国及び地方公共団体の消防組織及び運営に関する基本的事項を定めた「消防

組織法」という法律がございます。 

 その第９条において、「市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機

関の全部又は一部を設けなければならない。」 

 第１号消防本部、第２号消防署、第３号消防団と規定されております。 

 本市では、この法律に基づいて、消防本部、消防署、消防団の全部を設置してお

ります。 

 消防団は消防本部である消防署から独立した機関で、消防団と消防本部、消防署

との間に基本的に上下関係はありません。 

 このように豊川市の消防事務は、この組織法に規定する消防団、消防本部、消防

署により処理されております。  

 次に消防団員の任命及び指揮命令系統につきましては、豊川市消防団条例第６条

に基づき、「消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外

の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。」とされています。 

 指揮命令系統は、団条例第１６条に基づき、「団員は、団長の招集によって出動

し、職務に従事するものとする。」とされています。 

 消防団の任用、分限及び懲戒、服務その他、身分の取り扱いに関しては、消防組

織法に定めるものを除いては、市の条例で定めております。 

 任務といたしまして、消防団は、主として火災の警戒や鎮圧、その他の災害の防

除や被害の軽減の活動に従事する機関であります。 

 こうしたことから、消防団の身分は、特別職の地方公務員であります。 

従いまして、組織としては厳密には、地域とは別組織となります。 

豊川市消防団は、１団、８方面隊、２６分団７部、消防団長をはじめ８名の副団

長含め、条例定員７２６人、実員６７５名の組織となっており、 

この小坂井地区については、第８方面隊、方面隊長をはじめ４分団で構成され８

５名を配置しております。小坂井第１分団の定数は２５名で実員２５名、第２分団

定数２５名で実員２３名、第３分団定数２５名実員２５名、第４分団定員２０名実
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員１１名であります。 

消防団の役割でありますが、消防団は、日ごろから地域に密着し地域の実情に精

通し、顔の見える関係がこれまでにそれぞれの地域において構築されており、地域

の防災力の中核としての役目が期待されております。 

「自分たちの地域は自分たちで守る」という精神に基づき、通常は各自の職業を

持ちながら、災害時には活動する人たちによって組織されている公的機関でありま

す。 

近年、災害時、「自分の身は自分で守る」「自分たちの地域は自分たちで守る」の

「自助」「共助」「公助」ということを耳にするかと思いますが、大規模災害が発生

した場合、公的機関による「公助」には限界がございます。そのため、「自助」と

「共助」である自主防災組織及び地域住民における連携を円滑にしていくことが、

地域における防災力を高めるうえで重要であると言われております。 

その中で、消防団は、公的機関であると同時に大規模災害時は、まず、それぞれ

の地域において様々な活動を行うこととなります。よって、「共助」「公助」の間に

位置するもので大変重要な組織となっております。 

しかしながら、昨今の社会情勢を踏まえ、消防団員の確保は困難なものとなって

おります。 

年々減少傾向にあり、消防団員の確保が困難な状況を改善するため、消防本部と

いたしましては、消防団員の福利厚生の充実、消防団 PR活動、消防団協力事業所、

消防団応援事業所を展開しております。町内会の皆様へは、この状況を理解してい

ただき、消防団確保についてご協力をお願いしたいと考えております。 

また、消防団活動以外のところで、町内会行事等において協力すべき活動につい

ては、地域防災力の充実強化の観点から、積極的に参加し、地域内での協力体制が

図れるよう消防団に対しては働きかけていきたいと考えております。 

地域防災力の充実強化のため、町内会と消防団、それぞれが尊重し、理解し協力

体制を常日頃から深めておくことが、減災、早期復興復旧、地域の安全・安心な地

域のまちづくりに繋がるものと考えております。 

 

 

Ｑ（７）放課後児童クラブについて 

（小坂井地区学童保育保護者会代表 廣川氏） 

小坂井地区の学童保育保護者会代表の廣川です。小坂井地区の学童保育は保護者

が運営しています。西小学校区では新しい住宅が増え、児童数が年々増加傾向にあ

ります。２箇所あるクラブのうち、１クラブでは１年生から６年生までの８０名の

児童が年単位、夏休みにおいては１００人を超える利用児童がいます。また、働く

世帯が多く保育のニーズは年々高まっているのが現状です。東小学校区についても

利用希望人数が多く待機児童が発生しています。こうした中、子ども子育て支援制

度により定員基準が設けられ、２０２０年には１クラブあたり概ね４０人という基

準をクリアしなくてはなりません。そのため、多くの待機児童が発生することが予
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想されます。そこで、今後の小坂井地区の児童クラブの待機児童に対する考えを伺

う。 

 

Ａ（７）子ども健康部長（子育て支援課） 

 小坂井地区の放課後児童クラブにつきましては、現在保護者会が運営をしている

４クラブがございます。 

 小坂井東校区は、専用建物で運営するフレンドクラブ、小坂井児童館内で運営す

るフラップクラブ、小坂井西小学校区では、専用建物で運営するキッズクラブ、賃

貸物件で運営するさくらクラブです。 

 今年度の利用状況ですが、フレンドクラブは５０名、フラップクラブは３５名、

キッズクラブは７９名、さくらクラブは３５名となっております。 

 次に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準では、面積基準とし

て、児童１人につき概ね１．６５㎡以上、児童の数について１クラブ概ね４０人以

下と定められていますが、現在この基準につきましては、参酌基準ということで、

必ずしも従うということではありませんので、これは小坂井地区だけでなく市内ほ

とんどの地区において、児童の安全を確保したうえ、基準を超えて運営をしていま

す。 

 今後の小坂井地区の放課後児童クラブについてですが、小坂井東小学校区は小学

校の大規模改修に伴い、２０２０年度に小学校敷地内に児童クラブとして使用する

建物を建設し、２０２１年度から開所する予定です。 

 小坂井西小学校区は、来年度からさくらクラブが運営している賃貸物件の２階部

分を新たに借りることで、受け入れ児童数の増員を図る予定で、市としてもクラブ

運営の支援を行います。 

 現在、小坂井地区におきましては、東、西両小学校区ともに児童クラブの利用希

望者が多く、特に西小学校区につきましては、先ほど申し上げた基準に照らし合わ

せるとかなりの児童数が超過していますが、今後の児童数、学級数の見通しとして、

豊川市立小中学校の規模に関する基本方針（案）によりますと、東、西両小学校区

ともに、今後児童数が減少し、特に西小学校区では７年後からかなりの数のクラス

数が減少する予想となっています。 

 市の方針としまして、児童クラブはなるべく小学校内で行うことを基本としてい

ますので、今後、小学校内で利用できるスペースを確認しながら教育委員会及び小

学校と協議をし、待機児童が発生しないよう努めてまいります。 

 なお、小学校内で利用できるスペースが確認できるまでの期間につきましては、

引き続き保護者会の皆様と連携し、賃貸物件を探すなどし、児童クラブを運営でき

る場所の確保をしていくことで、適正なクラブ運営と増加する利用児童の対応に努

めてまいりたいと考えております。 

 

意見（廣川氏） 

 子育て支援課に日頃からお世話になっています。「子育てするなら豊川市」のテ
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ーマの下、子育て支援課の方はすごく頑張っています。豊川市の子ども達のために

力を貸してくださっている。この場を借りて感謝の気持ちをどうしても伝えたかっ

た。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

 

 

関連質問等 

Ｑ 人口の減少について（１） （井上連区長） 

 人口が減少している要因は理解しているが、人口を増加させるための施策にはど

のようなものがあるのか伺う。 

 

Ａ 竹本副市長 

 人口減少の関係ですが、数年前には出生数は約１２０万人程度いたものが、平成

28年には１００万人を切り、29年度には 94万人となりました。これは、第二次ベ

ビーブームの方々が出産適齢期から外れてきたことや晩婚化、未婚率の増加が要因

に挙げられます。国では、将来の人口ビジョンを策定し、補助金の交付などにより

出生率を2.07まで上げるとしておりますが、2.07は最低限の数値であり、仮に2.07

に到達しても人口は減少していきます。 

こうした中、人口が増加している例としまして、東三河の 8市町村で平成 27年

度実施の国勢調査では、豊川市が唯一増加しており、特に西部区画整理地内で増加

しています。県内では、刈谷市や安城市といった鉄道の沿線の市で人口増が見られ、

こうしたことからも、小坂井地区には、鉄道駅が数多くありますので、この様な立

地を生かして人口の社会増加を目指していきたいと考えています。これが、コンパ

クトシティであり、駅周辺へ重点的に投資していきたいと思っています。人口が減

少すると様々な弊害が出てきますので人口が維持できる施策を進めてまいります。 

 

 

その他の質疑 

Ｑ旧ゼニスパイプ跡地について（薮田氏） 

 広域の避難場所として過去に豊川市（旧小坂井町）が購入した。現在、一部は南

部給食センターが建設されているが、その他は空き地となっており整備されていな

い。公園やウォーキング広場として整備し、市民が自由に入れるような有効活用を

要望する。 

 

Ａ 竹本副市長 

 旧小坂井町の時代に防災に関する土地として地域総合整備事業債という元利償

還金の一部が交付税措置として国から補助される制度を利用しています。このため、

防災関連以外の用途として使用するには総務省との協議が必要となり、一定の制限、

縛りのある土地となっています。今後何らかの形での有効活用をとの話が出てくる

かもしれませんが、その度に、総務省との協議が必要となることをご理解いただき
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たい。南部給食センターは総務省と協議し、認められています。 

 

 

Ｑ踏切の整備について（薮田氏） 

 平坂街道踏切の整備について、大変混雑しており、危険がある。以前、連区長を

していた時、県と一緒に地権者交渉し、良い方向に持っていくように働きかけたが、

うまくいかなかった。県の職員も異動があり、なかなか進まず、何十年も経過し、

歯がゆく感じている。県は南側の歩道を整備する考えがあるようだが、進んでいな

い。豊川市としてはどの様に考えているのか伺う。 

 

Ａ 建設部長 

 小坂井御津線の平坂街道踏切につきましては愛知県事業であります。県から用地

交渉等について話を聞いていますが、なかなか交渉が進んでいない状況とのことで

す。修正設計も実施していると聞いておりますので、今後、さらに進めてもらえる

よう要望してまいりますのでよろしくお願いします。 

 

 

小坂井連区長あいさつ 

 本日はお寒い中、多数の方に出席いただきありがとうございました。 

 また、各部長さんには、区民からの質問に対し、ご丁寧な説明をありがとうござ

いました。とりわけ、放課後児童クラブにつきましては、山脇市長は新年のあいさ

つで触れられ、受け入れ体制の充実を図られるとのことで、大変期待しております。 

 豊川市の人口も竹本副市長からお話がございましたが、「子育てするなら豊川市」

を進める中で、是非とも、子育てシティーとしての環境を整え、人口増に繋げてい

ただきたいと思います。 

本日、直接、市長を始め各行政の方々のお話が聞けたことは大変良かったと思い

ます。ご説明いただいた内容を踏まえて、今後の町内会活動にも活かしていきたい

と思います。本日はありがとうございました。 


