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諏訪・代田連区の「市長を囲む懇談会」 

 

日 時 平成３１年１月２５日（金）午後７時 

場 所 豊川市文化会館 大会議室 

参加者 連区長始め７５名 

    市長、竹本副市長、田中副市長、企画部長、財産管理監、福祉部長 

    建設部長、都市対策監 

 

代田連区長あいさつ 

 今日は、寒い中、また、お忙しい中、市長を囲む懇談会に参加していただきあり

がとうございます。また、豊川市からは山脇市長を始め、副市長、各部長の方にも

お越しいただきましてありがとうございます。 

地域には様々な問題がありますが、この様な場を通して地域と行政が共に、より

住みやすく安全安心の地域づくりに向かっていければと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 

（出席者の紹介） 

 

 

市長あいさつ 

 みなさん、こんばんは。本日は諏訪･代田連区の市長を囲む懇談会にこのように

多くの方にご参加いただきましてありがとうございます。日頃は市政にご理解ご協

力いただき、改めて御礼を申しあげたいと思います。 

 昨年は災害が全国各地で発生しました。東三河でも３つの台風が上陸し、なかで

も、２４号では停電が発生するなど大きな被害となりました。災害に強い豊川市を

作っていかなければならないと改めて感じたところです。現在、市役所の敷地内に

今年の９月の完成を目指し、防災センターを建設しております。防災に関する研修

の場も整備し、市民の方々の防災意識を高めて頂きたいと思っています。 

 また、昨年の６月９日に皆様方のご支援をいただきまして、豊川海軍工廠平和公

園を開園することがで、昨年末までに約４万人と多くの方に来園して頂いておりま

す。この地域は海軍工廠との関わりが強い地域でありまして、オープンセレモニー

では代田小学校の児童に歌を披露していただきました。これからも共に、平和行政

をしっかりと進めてまいりたいと思っています。 

 そして、本日の議題の一つにありますが、プリオビルにつきましては、皆さん方

には大変ご心配をお掛けしております。プリオビルは、豊川市の中心市街地として

重要なビルであり、この地域にとりまして必要な施設としてこれからも存続できる

よう頑張ってまいりたいと思っております。これからそれぞれの質疑につきまして
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担当部長から説明をさせますのでよろしくお願いします。 

 

 

議 題 

 

Ｑ（１）豊川市文化会館跡地利用について 

（乙部顧問） 

 豊川市文化会館跡地利用について、昨年度の八幡地区のまちづくり準備説明会で

は民間に売却すると聞いているが、私たち地域としては、保育園、児童クラブ、代

田地区市民館などへの有効活用を期待しているが、市の考えについて伺う。 

Ａ（１）財産管理監（財産管理課） 

 一昨年の平成２９年１１月２８日に、代田校区にお住まいの方を対象に開催させ

ていただきました、八幡駅周辺地区まちづくりに関する説明会におきまして、文化

会館を移設した跡地については「近接する保育園や小学校などで必要であれば活用

するが、不要であれば住宅用地等として売却することになる」という回答をさせて

いただいております。 

現在の文化会館の周辺には、代田保育園や代田小学校・中学校の他、代田地区市民

館や交通児童遊園などの公共施設がございます。代田校区会、代田校区まちづくり

の会からこれら施設の利用における課題をお聞きしている。このことも念頭に置き

まして、今後、しかるべき時期に、皆様のご意見もお聞きしながら、公共利用を優

先としつつ、用地の活用を検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

 

Ｑ（２）八幡地区の日立跡地について 

（乙部顧問） 

 八幡地区の日立跡地について、既に日立の跡地に建っている住宅に加え、今後、

新たな開発により１００世帯ほどの住宅が建設される予定と聞いている。そこで、

代田小学校等に通う子どもたちの通学路が今も非常に危険な状況にあり、以前より

校区から要望している白川橋への歩道橋の設置についての考えを伺う。 

Ａ（２）財産管理監（財産管理課） 

先ほど同様、昨年度の八幡駅周辺地区まちづくりに関する説明会におきまして、

ご意見・ご要望をいただいており、検討していくことを回答させていただいており

ます。 

今年度は、実際に歩道橋を設置することができるかどうか、その実現の可能性に

つきまして、調査をしているところでございます。 

白川へ歩道橋を設置するとなりますと、河川管理者の愛知県など、関係機関との

協議が必要となってまいりますので、こうした調整を行いながら、歩道橋の設置が
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できるかどうかという判断をしていくこととなります。また、今月の 10日ですが、

改めて、代田校区まちづくりの会から要望書の要望事項の一つとしていただいてい

ますので、真摯に受け止め、手順を踏んでしっかりと進めてまいりたいと考えてい

ます。 

 

 

Ｑ（３）介護保険制度について 

（乙部顧問） 

 介護保険制度について、１点目として、平成３０年度から東三河広域連合に統一

されたが、どのように変わったのか。２点目に、豊川市民として、東三河広域連合

へ統一することによるメリット、デメリットについて伺う。 

Ａ（３）福祉部長（介護高齢課） 

介護保険制度についてについて、今年度から東三河広域連合に介護保険者が統合

されて何が変わったかについて、ご説明させていただきます。 

まず、介護保険者とは介護保険の運営をする市町村のことを言います。平成 12 年

に介護保険制度がスタートし、これまでは東三河８市町村がそれぞれ個別に運営し

てまいりました。 

しかし、近年、急激な高齢化がすすみまして、高齢者を取り巻く環境に厳しさが

増す中、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくことができるよう、介護保険

の財政基盤の拡大や業務の共同処理による効率化を図り、安定した介護サービスの

提供を目的に、平成 30 年４月より介護保険者を統合し、東三河広域連合として運

営をはじめています。 

 統合にあたっては、これまでの住民サービスが低下しないように、東三河広域連

合及び構成市町村で、十分な調整を図っています。 

 まず、要介護等認定の申請などの各種手続きや相談については、今までどおり各

市町村の窓口で行うことができます。加えて、東三河８市町村のどの窓口でも申請

手続きが可能となりました。 

 例えば、設楽町の自宅でひとり暮らししている母親の申請を豊川市に住んでいる

息子さんがする場合、これまでは設楽町の窓口まで行く必要がありましたが、現在

は、東三河８市町村、豊川や豊橋のどこの窓口でも申請をすることができます。 

 申請窓口と広域連合との事務の流れのイメージにつきましては、ご覧のとおりで

す。住民の皆さんはお近くの市町村窓口をご利用でき、窓口で受け付けた各種申請

書は広域連合で取りまとめられ、支給処理や決定通知交付などの事務処理が行われ

ます。 

 次に、要介護等認定についてですが、申請は東三河８市町村のどこでも申請をす

ることができ、申請後にお伺いする認定調査員については、従来どおり、地域の事

情に精通している、豊川市の認定調査員がお伺いします。 

その後、市町村で行う介護認定審査会での審査については、これまでは市町村ご

とに実施していましたが、８市町村で一番早く開催される審査会に割り振って迅速
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に審査し、申請から認定までの日数が短縮しています。 

 次に、介護サービスの利用についてです。 

 統合前から利用されていた介護サービスは、統合後も今までどおり継続してご利

用いただけます。 

 また、介護保険のサービスには、原則、事業所所在地の市町村の住民のみが利用

できる地域密着型サービスがあります。地域密着型サービスには小規模なグループ

ホームや小さなデイサービスがありますが、統合前は、他の市町村の地域密着型サ

ービスの利用はできませんでしたが、統合後は東三河８市町村にあるすべての地域

密着型サービスを利用することが可能となりました。 

 ただ、８市町村の全てのサービスが利用できることになりましたが、現実的には、

豊川市の方が田原市や、北設地区など遠方にある事業所でサービスを受けることは

難しいことかと思いますので、実際にはお近く事業所を利用されることが多くなる

のではないかと想定しております。 

 

 次に、介護保険料についてです。 

 表の上段の平成２７年度から２９年度の３か年の第６期介護保険料の金額です。

山間部の３町村を除く、豊川、豊橋、蒲郡、新城、田原の５市の中では、１か月当

たりの保険料は豊川市が一番高い５，１８０円でした。 

 現在は表の下段のとおり、平成３０年度から３２年度までの３年間の第７期の保

険料については、１か月当たり５，１８１円であり、東三５市の中では高いほうか

ら２番目という状況です。近年の保険料の推移では、豊川市の現在の保険料が５，

１８１円、前回が５，１８０円、その前が４，５９０円でした。全国平均に比べて

は、若干下回っていますが、高齢者の方が増えていることや介護のサービスが増加

していることなどから、保険料は年々増加している状況になっています。 

続いて、広域連合市町村内の転居についてですが、これまで豊川市から他の７市

町村に転出する場合は、保険者の変更により保険証や介護保険料の金額も変更とな

り、さらに介護保険料の支払いも年金天引きから一時的に納付書か口座引落しに変

更となりました。ところが、統合により８市町村の中の転入転出であれば、保険証

や保険料の支払いは変更となりません。 

 以上が介護保険者統合による変更点についての説明となります。 

最後に、本日「介護予防教室利用のてびき」が受付に置いてあります。高齢者の

皆さんが、いつまでも健康でいきいきとした生活をおくるためには、介護予防が大

変重要になると考えております。今年度の介護予防教室の「ちから塾」もまだ余裕

がありますので、ぜひ、ご利用いただけたらと思っています。 

以上で私からの説明を終了させていただきます。 
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Ｑ（４）ゲリラ豪雨等が発生した場合、この地区の治水対策及び側溝の清掃作業

の状況について 

（乙部顧問） 

 近年、ゲリラ豪雨等が発生した場合に、各地で大きな災害が起きている。この地

域における治水対策及び側溝の清掃作業の状況について伺う。 

Ａ（４）建設部長（道路維持課） 

 この地区における治水対策といたしましては、まず、側溝や側溝に流れる雨水（あ

まみず）を集めて川などに排除するための管である雨水管（うすいかん）の整備を

行っております。しかし、特に蔵子２区内の蔵子５丁目から６丁目を中心に、ゲリ

ラ豪雨等の大雨が降ると、道路が一時的に冠水する区間が何か所かあることを市も

把握しております。 

これは、この地区の雨水の排除先である佐奈川などの川が、ゲリラ豪雨等の大雨

の排除に対応しきれずに水位が上昇することによって、雨水管からの排水ができな

くなり、雨水管の中に溜まった雨水がマンホールや側溝などから道路上に溢れてし

まうためでございます。そのため、こうした状況を少しでも改善するため、水が浸

み込みやすい地質であるなどの条件が良いところでは、地下に雨水を浸透させるた

めの雨水浸透管の整備を行い、雨水を少しでも早く道路上から排除できるようにし

ておりますが、根本的な解決は難しい状況となっております。 

図が細かく、見づらくて申し訳ございませんが、スクリーンの図は、この地区の

雨水管と雨水浸透管の整備状況を示したものでございます。まずこちらが、この地

区の北半分ほどの図でございます。赤色の実線が各町内会の区域でございまして、

青色の実線が河川、白川、代田川、諏訪川でございますが、この地区の道路内に、

緑色の実線で示すように雨水管が整備されております。次に、この地区の南半分ほ

どの図でございますが、緑色の雨水管のほか、蔵子二区の南のほうには、紫色の破

線で示すように雨水浸透管も整備されております。このように、雨水管及び雨水浸

透管が整備された地区ではございますが、大雨で川の水位が上昇してしまうような

時には、冠水が発生することがあり得るということでございます。 

 こうした状況の中、少しでも冠水を減らすために現時点でできる対応といたしま

しては、議題にもございますような側溝の清掃作業を行うなど、今ある施設の能力

が十分に発揮されるようなメンテナンスを行っていくことが必要であると考えて

おります。 

しかし、市の職員によるパトロールなどだけでは、全ての施設の状況を把握する

ことが難しい状況にございます。そこで、お手数をおかけいたしますが、地元の皆

様にご協力をお願いし、土砂や落ち葉などの堆積による側溝の詰まりなど、施設の

不具合にお気付きになられましたら、特に町内からの要望書という形でなくても、

電話連絡などで結構ですので、道路維持課までご連絡頂ければと思います。施設に

よりまして、市の道路維持課や下水整備課だけでなく、県道の側溝や佐奈川・白川

といった河川など、県が管理するものもございますが、まずは道路維持課にご連絡

頂ければ、市の内部で調整して対応を検討させて頂いたり、県に対応を依頼させて
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頂いたりいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

Ｑ（５）諏訪川、佐奈川、白川の桜の木について 

（乙部顧問） 

 諏訪川、佐奈川、白川では４月の桜の季節になると大変綺麗で、桜の名所だと思

っている。そこで、桜の木が台風や老朽化により倒木した時の植え替えについての

考えと、今後の維持管理についてどのように考えているのか伺う。 

Ａ（５）建設部長（道路維持課） 

 河川の管理区分につきましては、佐奈川、白川は愛知県が管理する二級河川であ

り、諏訪川は豊川市が管理する準用河川で、どちらも河川法という法律の適用を受

ける河川となっております。 

また、諏訪川、佐奈川、白川に植えられている桜の木の維持管理につきましては、

すべて豊川市が行っております。 

現在の管理状況につきましては、桜の木は、主に河川と河川沿いの道路の間の堤

防に植樹されておりまして、定期的に点検を行い、道路に支障となる枝の剪定作業

を行っている状況で、台風などにより桜が倒木した場合は危険であるため、堤防を

掘削せず地面の高さで伐木を行っております。 

桜の木の植え替えにつきましては、堤防部分では新たに植樹を行う際に掘削しな

ければならないこと、植樹した木の根が堤防に入って影響を及ぼすことなどの理由

から、河川法により植え替えはできない状況になっております。  

しかしながら豊川市としましては、桜の木は市の観光資源として地域の活性化に

なくてはならない、非常に重要なシンボルであると位置づけておりますので、別の

手法として道路や植栽帯に桜の木の植え替えをするなどの、検討をしていく必要が

あると考えております。 

その一例としまして、現在、穂の原工業団地西側の桜のある諏訪川沿線において、

スクリーンの図のように、都市計画道路桜町千両線の東側に幅員７ｍとなる自転車

歩行者道の整備を進めているところでございます。 

平成２９年度には、町内会や沿線企業の皆様に街路樹に関するアンケート調査を

行っており、結果といたしましては、既存の桜の活用や桜の新たな植樹など、街路

樹には桜を希望する意見が多く寄せられました。 

ただし、既存の桜は樹齢７０年程度と推定されており、老木による枯れ枝の落下

や倒木の危険性を考慮した場合、安全な歩行空間を確保するためには、植替えや新

たな植樹による桜並木を整備する方法が適当であると考えております。 

この整備が進みますと、佐奈川の遊歩道から自衛隊前の公園線及び諏訪川線の桜

並木と接続され、赤塚山公園や新たに開園した豊川海軍工廠平和公園へと、安全で

快適な空間が確保できることになると考えております。 
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Ｑ（６）プリオビルの今後について 

（乙部顧問） 

 プリオビルの今後についてどのように考えているのか伺う。 

Ａ（６）都市対策監（都市計画課） 

 プリオビル及びプリオⅡビルを所有し、管理運営する豊川市開発ビル株式会社の

経営再建問題やプリオビルにおける一昨年夏場の空調機器の故障など、地元の皆様

には、いろいろとご心配をおかけして申し訳ございません。 

この豊川市開発ビル株式会社の今後の在り方については、今年度、第三者である

弁護士２名、公認会計士２名の合計４名で組織された「豊川市開発ビル株式会社在

り方検討委員会」において、検討され、意見書としてまとめられました。 

この意見書は、１０月下旬に開発ビルの取締役会で報告され、それを受けて、１

１月上旬に、市議会の全員協議会において、その内容を説明させていただいたとこ

ろでございます。 

意見書には、意見の趣旨として２つまとめられておりますが、１つ目は、豊川市

との共有設備であるプリオビルについては空調機器などの老朽化が著しく、「でき

るかぎり速やかに大規模な修繕を実施すべきである。」こと、２つ目は、豊川市開

発ビル株式会社は現在、実質的に債務超過にあることから「近い将来、金融機関の

協力を得たうえで、プリオビル及びプリオⅡビルを豊川市などの第三者に売却し、

私的整理などによって、会社を清算することを検討すべきである。」とされており、

大変厳しい内容となっておりました。 

開発ビル並びに本市といたしましては、第三者である専門家の方が、開発ビルに

対し、客観的な評価をしていただいたものでありますので、この意見書を真摯に受

け止めなければならないと考えております。そこで意見の１点目の「プリオビルの

大規模修繕」への対応につきましては、昨年の１１月１３日に開催された臨時市議

会において、大規模修繕に係る豊川市の支出分に対して、議決をいただきましたの

で、現在、開発ビルでは、空調機器の更新工事などを実施しており、夏の冷房が必

要になる時期までには、工事を完了させ、市民の皆様やテナントの皆様にご迷惑を

おかけしないようにしてまいりたいと考えております。 

２点目の「会社を清算することを検討する」ことにつきましては、前提として関

係者との協議検討を進めなければならないことではありますが、プリオビル及びプ

リオⅡビルは、商業のほか、子育て支援センターや生涯学習会館などの公共施設が

設置されるなど多くの市民が利用する複合ビルであり、中心市街地の活性化になく

てはならない施設であるとの考えは変わっておりません。 

仮に、近い将来、会社を清算する場合であっても、建物を公有化し、プリオビル

及びプリオⅡビルの機能は存続させ、地元の皆様や市民の皆さん、並びに、商業施

設を運営されている中小商業者の皆さんへのご迷惑が最小限となるように、最大限

の努力を行うということは、先程、市長からのあいさつにもあったとおりでござい

ます。なお、今後の運営主体などにつきましては、これから調整を図ってまいりま

すので、現段階で内容についてお話をすることは出来ませんが、ご理解とご協力を
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よろしくお願いいたします。 

 

 

Ｑ（７）諏訪町駅前のロータリー等の整備について 

（乙部顧問） 

 諏訪は豊川市の中心といわれていますが、諏訪町駅前にはロータリーがなく、駅

前が寂しいと昔から思っている。将来に渡り整備する可能性はあるのか伺う。 

Ａ（７）都市対策監（都市計画課） 

ご質問にもありましたとおり、現状では、諏訪町駅には駅前広場やロータリーは

ございません。平面図で申しますと諏訪町駅は、道路に挟まれ、用地もないことも

ありまして、整備が行われておりません。  

諏訪町駅の昨年度の乗車人員は、８４万４千９３２人で、市内にある１９の鉄道

駅の中でも、４番目に利用者の多い駅となっており、通勤、通学、買い物などで駅

を利用される方、あるいは、高齢者の方など、交通弱者の方が、市役所などの行政

機関に行くために利用される最寄り駅としては、大変不便をおかけしている状況で

あると認識しております。 

この図は、本市の将来を見据えて策定された、第６次総合計画に描かれている「ま

ちの構造図」でございます。本市では、人口減少や少子高齢化など、急激な社会構

造の変化に対応するため、コンパクトシティを推進するとしておりますが、その総

合計画において、諏訪町駅周辺地区は、豊川地区とあわせて中心拠点として位置づ

けしております。この中心拠点は、行政機関や公共施設、商業などの都市機能が特

に集積し、本市の中心となる地域と位置付けしております。そして、拠点地域は、

他の拠点駅周辺と、道路や公共交通で連携することで、市域全体で「まち」の利便

性を高めることとしております。したがって、諏訪町駅前は拠点間連携の観点にお

いても、交通結節点として利便性を向上させるため、路線バスやコミュニティバス

のバス停、タクシープール、送迎車の一時停車場所等が配置された駅前広場などの

基盤整備を行う必要があると考えており、特に、行政機関が集積し、各拠点地域か

ら多くの市民の皆様が集まる中心拠点、諏訪町駅周辺につきましては、基盤整備の

必要性について認識をしております。 

整備の必要性について認識していると申しましたが、諏訪町駅の駅前広場整備に

あたっては、大きな課題があり、現段階では、事業化の目途が立っていない状況で

ございます。 

１点目の課題ですが、周辺の道路環境でございます。名鉄豊川線と４車線を有す

る都市計画道路豊橋豊川線は、諏訪町駅付近で平面交差しており、現在の改札口前

に駅前広場を整備すれば、踏切と駅前広場への道路交差点が重なり、交通処理が困

難となります。 

２つ目は、広い区域において事業用地の確保が必要であり、あわせて、その用地

補償費により、相当な事業費が必要となるところでございます。 

仮に、交通処理の課題解決から、諏訪町駅を西側に移動させ、周辺の道路整備と
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駅前広場の整備をあわせて行おうとすると、駅前広場の用地確保と、道路用地も含

め、さらに広い区域の事業用地の確保が必要となります。 

諏訪町駅周辺は、密集して建物が建築されている既成市街地であり、事業化にあ

たっては、多くの地権者の皆さんの合意が必要となるとともに、その用地補償費に

より相当な事業費が必要であり、現段階では、早急な事業化ができない状況にあり

ます。 

しかしながら、現況の駅の利用者数に対して、駅周辺の利便性が著しく低いこと、

また、コンパクトシティ推進の観点においても、何らかの基盤整備は必要であると

の認識は変わっておりません。したがいまして、今後におきましても、整備手法の

検討を行うとともに、諏訪町駅周辺の土地利用の動向や名古屋鉄道の意向なども把

握してまいりたいと考えております。 

 

 

 

○関連質問 

 

Ｑ１（４） 白川の近くに住んでいるが、野中公園の前に水門がある。この水門は

日立の跡地の真ん中を通っていると思うが、白川の水位よりも低く、土手がない。

白川がゲリラ豪雨で増水した場合、逆流する恐れがあるが、この水門の管理はどこ

なのか。こうした時に対応する専門的な人がいるのか。（水野氏） 

Ａ 建設部長 

 市内には多くの水門、樋門があり、町内へ管理委託しているものや市直営で管理

しているものもある。野中公園の水門については、後日確認して連絡します。 

※管理は豊川市（下水整備課）。水門はフラップゲートという水量により自然に開

閉する構造となっています。（後日、廣田連区長へ回答） 

 

 

Ｑ２（１） 文化会館はいつ壊すのか。スケジュールをどのように考えているのか

伺う。（廣田連区長） 

Ａ 竹本副市長 

 八幡地区の用途変更は、当初は今年度末（平成３０年度末）までに行う予定とし

ていましたが、本年の９月末までに用途変更したいと考えています。文化会館に関

する調査費等は新年度（平成３１年度）には予定していません。今後、基本構想、

基本設計、実施計画で３年、建設は少なくとも２年は必要となるので、オープンは

早くても平成３７年（２０２５年）になるのではないかと思われます。 

 

 

Ｑ３（３） 介護保険は国の厚生労働省の法律に則り行っている。地域密着型サー

ビスについて、事業者の報酬が減額されていることに対して、豊川市がその減額を
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補填する考えについて伺う。（中村氏） 

Ａ 福祉部長 

 介護保険制度は非常に大きなものであり、国の制度です。その中で、豊川市の地

域にあったスタイルで、要介護認定や保険料もそれぞれのサービスにみあった運営

がされています。もっと盛んに地域密着型サービスを実施したらどうか、事業者に

対する報酬をもっと高くできればより充実した介護サービスの提供ができるので

はないかとのご指摘だと思いますが、介護に掛かる費用を高くするほど今度は介護

の保険料が高くなり、負担も増えてしまいますので、バランスを考えながら進めて

いかなければいけないと考えています。 

 

 

Ｑ４（５） 桜の木について、河川法の規定により堤防にある桜は植え替えできな

いということだが、多くの桜は７０年が経ち老木となっている。今年、白川の桜を

５本伐採し、非常に殺風景になった。どのような場所が植え替えできないのか伺う。

（廣田連区長） 

Ａ 建設部長 

 河川法には細かい基準があります。堤防の上の部分「法肩（のりかた）」といい

ますが、基準ではそこから１：２で斜めに引いた線の中には構造物、木も含めて基

本的には設置できないことになっています。場所によって違いはありますので、現

地で立会いするなかで判断することになると思います。 

 

 

Ｑ５（３） 介護保険の保険料や施設の利用料について伺いたい。また、負担額は

市で決めているのか、それとも施設で決めているのか伺う。 

 

Ａ 福祉部長 

 介護保険料は、所得に応じて決まっています。１０段階程度の区分があり、所得

に応じた保険料となります。施設の利用料は、要介護の程度や利用者の所得の状況

によって異なります。介護保険のサービスは医療と同じように、点数制となってお

り、通常は１割で利用できますが、所得の多い方は２割、３割の負担となります。

負担額は介護保険制度で決まっており、施設（事業者）で決めている訳ではありま

せん。現在は、様々な介護保険サービスがあり、選択肢が拡がっていますので、各

地域にある高齢者相談センターに相談して頂ければ、それぞれの方に合った介護保

険サービス、また、要介護認定の相談などもできますのでご利用ください。 

 

 

Ｑ６（３） 介護保険の料金体制について、利用者は費用負担が一番気になります。

介護認定時に料金体系を伝えてほしいと思うが、その考えについて伺う。（村田氏） 
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Ａ 福祉部長 

 介護保険の費用は気になるところだと思います。実際に介護のサービスを使うと

きはケアマネージャーが付き、サービスの計画表を作成しますので 1ヶ月当たりの

負担額がわかります。また、パンフレットには１日あたりの負担額の目安について

掲載してありますのでご活用ください。一人ひとりのサービス内容は異なりますの

で、ケアマネージャーとしっかり相談して計画を作成したうえで、サービスを受け

るよう心掛けてください。 

 

 

Ｑ７（１） 代田保育園の耐震は大丈夫なのか。文化会館の跡地での建替えもあり

得ると思うが、市の考えを伺う。（乙部顧問） 

Ａ 竹本副市長 

 代田保育園は市の直営ではなく豊川市保育協会が運営する保育園です。保育協会

の会長からは代田保育園の建替え時には文化会館の跡地を利用させてほしいとの

要望は聞いています。ただ、仮に平成３７年に新文化会館がオープンしたとしても、

現文化会館はそれから取り壊しになるので、まだ先の話になります。代田保育園の

耐震は問題ありませんが、送迎スペースがほとんどないので、建替えはもう少し大

きな土地にしたいとの考えがあることは聞いています。 

 

 

乙部顧問 

 本日はありがとうございました。これを以って市長を囲む懇談会を終了いたしま

す。 


