
国府東部連区の市長を囲む懇談会（概要） 

日 時 平成２２年９月２７日（月）午後７時から午後８時３０分まで 

会 場 国府東地区市民館 

出席者 連区長始め約３０人 

    市長、企画部長、建設部長、上下水道部長 

 

連区長あいさつ 

市長を囲む懇談会につきましては、今年で３度目になります。 
毎年、各３町の生活、暮らしの中で感じられる様々な話題について、懇談をさせ

ていただいております。本日は、３項目の話題を提供させていただいております。

１時間３０分という限られた時間ではございますが、有意義な懇談会にしたいと思

います。よろしくお願いします。 
 
市長あいさつ 

日ごろは、市の行政に対しまして、格別の御理解と御協力をいただき、厚く御礼

を申し上げます。 
９月２２日に、９月議会が閉会いたしました。９月議会は、平成２１年度決算の

認定、補正予算を始めとする各議案を御審議いただきました。平成２１年度決算は、

リーマンショックから大変税収の厳しい時期でしたが、黒字を出すことができまし

た。皆様方に感謝を申し上げたいと思います。 
豊川市では、現在約２１％、５人に１人が６５歳以上の高齢者です。そして、１

００歳以上の高齢者は５７名おり、全員の生存の確認をし、所在も分かっています。 
新市民病院は、年明けから業者選定、来年４月には建設工事に着手する予定で、

現在、実施設計を作成しています。平成２５年５月の連休明けの開院に向けて、全

庁一丸となって取り組んでおります。工事本体を除く付帯工事ついては、できる限

り地元の業者さんを利用することが好ましいと考えています。 
合併により市域が１６０平方キロと大変広くなりました。市役所や新市民病院へ

の足を確保するため、公共交通の整備を現在検討しています。来年４月から試験的

に運行を開始するなど、運行ルートなどを検証し、病院の開設時までには、地域公

共交通を整備してまいりたいと思っています。 
大変経済情勢も厳しく、税収も大変厳しい中ですが、住民福祉の向上に頑張って

まいりたいと思っていす。今後とも皆様方の御意見、御要望をお聞きする中で豊川

市の市政を運営してまいりたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 
 

Ｑ１ 豊川西部区画整理事業全体について 
Ｑ１－（１）事業全体の進捗率及び完了予定年度について 
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Ａ１－（１） 建設部長（区画整理課） 

西部区画整理事業は平成１１年度から造成工事に着手しており、西古瀬川の河川

改修、雨水関係の調整池などの防災施設関係は、概ね完成をしています。生活道路

や上下水道、電気、電話、都市ガスなどのライフラインの施設整備も現在、進めら

れています。 
全体事業費１５１億６千万円のうち、事業費ベースの進捗率は平成２１年度末現

在約６８％で、現場もほぼ同程度の進捗状況です。住宅は、平成２１年度末で約６

５０戸が建築されています。 
事業の進捗は、年約３～４％をみています。今後、事業の重要な財源である国庫

補助金が不透明ですが、保留地を積極的に処分するなどして、できる限り計画どお

りに事業を進めたいと思っています。まだ、移転家屋もありますので、地権者の御

理解をいただきながら平成２７年度の完了を目標に取り組んでいます。 
 

Ｑ１－（２）大池線に係る整備について 

Ｑ１－（２）－ア 船山古墳と道路整備の整合について 
Ａ１－（２）－ア 建設部長（区画整理課） 
船山古墳は、市の文化財に指定されており、貴重な財産であるため、公園として

整備をする計画です。公園用地約３，５００平方メートルは、区画整理事業におい

て確保する計画で進めています。 
歩道と古墳の間にある擁壁から６．５メートルほど古墳側に広げて、歩道と一部

車道を整備する予定です。 
歩道や車道となる部分は、文化庁の指導により、発掘調査をしなければなりませ

ん。また、公園は一般公園として整備をしたいと考えていますが、史跡公園又は一

般公園とするのか、現在、具体的に決まっておりません。 
 

Ｑ１－（２）－イ 歩道の形状、構造と整備の考え方について 

Ａ１－（２）－イ 建設部長（区画整理課） 
歩道の形状、構造は、現在、北側から整備をしている歩道と同様にセミフラット

（車道と歩道の段差がほとんどない）の歩道にする予定です。 
歩道整備の基本方針として、小・中学校や養護学校へ通学する児童、生徒の安全

を確保するため、片側ですが、整備可能な箇所から歩道の整備に取り組んでいます。 
平成２３年度末には大池線の歩道は整備したいと考えています。ただ、船山古墳

の箇所は、古墳前の１区画までは整備をして、今の現道の歩道に接続をしたいと考

えています。 
まだ買収ができていない箇所もありますので、全線整備にはもう少しお時間をい

ただきたいと思います。歩道整備に着手できる箇所については、できるだけ早く進

めていきます。 
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Ｑ１－（２）－ウ その他の路線の整備状況などについて 

Ａ１－（２）－ウ 建設部長（区画整理課） 
上宿樽井線は、現在、用地交渉、移転補償等を進めており、本年度中に大池線ま

での用地は確保できる見通しとなりました。本年度は、地下埋設物の工事を先行さ

せ、道路の形状も見えてくるものと思っています。その後、平成２４年度には大池

線との交差点も完了させて、上宿樽井線の通行を可能にしたいと思っています。将

来的に、この交差点は、信号交差点となる予定です。 
区民館前の区画道路８－１４号線は、幅員が８メートル道路です。昨年、交通量

が多いという御意見がありましたが、基本的に歩道を付ける計画はありません。た

だ、地元の方から歩行者の配慮という要望をいただいておりますので、両サイドに

路側線を引き、路側線内をカラー線で舗装をするなど、できるだけスピードの出な

いような対応をしたいと思っています。なお、道路の完成時に、警察署や公安委員

会との協議を行い、区画線等の整備をしたいと考えています。 
 
Ｑ２ 東部地区（白鳥、久保、上宿）の下水道事業の整備について 

 新築家屋が増加する中で、合併浄化槽の設置と下水道工事とのタイムラグが生じ

るため、東部地区の下水道整備計画を聞かせてほしい。 
Ａ２ 上下水道部長（下水整備課） 
区画整理地内は現在、区画整理事業と一緒に同時並行で整備中です。 
白鳥、久保、上宿地区を含め市内１０地区が、平成２１年度から平成３０年度ま

でに下水道整備を予定している第９次拡張計画の位置付けにあります。 
その中で白鳥と久保は、対象区域が約３９ヘクタールで、平成２６年ころに工事

に着手し、平成３０年には完了する予定でいます。上宿地区は、対象区域が約２１

ヘクタールで、平成２４年ころに工事に着手し、平成２８年までに事業を完了させ

たいと現在、考えています。 
なお、下水道事業も国からの補助金などを受けて実施しているため、財源的に不

透明なところもありますが、現時点では、この計画でいます。具体的に、来年くら

いから工事に着手できる目処が立ちましたら、事前に土地の所有者を対象に、地元

で説明会を開催し、説明させていただきます。計画どおりに進むと、白鳥、久保地

区は平成２５年度、上宿地区は平成２３年度に地元説明会を開催することができる

と考えています。 
住宅の建替えを計画中である場合、下水整備の時期にほぼ合致するような場合で

したら、一度御相談をいただきたいと思います。下流から整備をする下水道整備の

基本から、現実的に可能な場合、整備路線を切り替えることは、不可能なことでは

ありません。すべてが可能ではありませんが、御相談いただければ、少しでもタイ

ムラグを省けることもあると思っています。 
 
Ｑ３ 市道八幡国府線道路にカラー塗装の実施について 
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佃の信号から分岐している市道八幡国府線道路は、国府駅へ向かう車又は１号線

への抜け道として多くの車が往来している。運転マナーが悪く、スピードの出し過

ぎ、タバコのポイ捨てなど常識のない運転手が多い。また、この道路は通学路にな

っているので、登下校の際は、子どもたちは非常に危険です。毎日、一緒に付き添

っている高齢者ボランティアの方々も大変危険です。いつ事故が発生してもおかし

くない状況です。事故が起きてからでは遅過ぎますので、早急に運転手の注意を促

す八幡国府線にカラー塗装の実施をお願いしたい。 
Ａ３ 建設部長（道路維持課） 
カラー塗装は、財政的に非常に厳しい中で、本年度から豊川市全域で通学路を中

心に、歩道のない道路の路側線の内側にカラーの線を１本又は２本を引くことを、

箇所に応じて効果的な方法を研究しながら、試行的に取り組んでいます。 
道路全面のカラー舗装ですと経費が掛かりますし、何より全域で実施することと

なると何年も掛かります。一方、線で引くこととすれば、相当な距離を実施できま

す。 
今回、当地区では名鉄本線の踏切から総社前まで、路側線の内側に緑色で試行的

に舗装します。舗装ラインの本数は、検討しています。そして、来年度は、総社か

ら佃の交差点方面への通学路で取り組みたいと思っています。 
 
Ｑ３－（２）その交差点は、出にくいが、何か対応をするのか。 

Ａ３－（２）建設部長 
市が実施すべき箇所は、公安委員会に協議の上、市で行い、規制線や停止線など

は、警察署又は公安委員会が整備することとなります。今回、主に事故防止を目的

に舗装をしますので、豊川市で実施しますが、警察に依頼しなければいけないこと

とは整理をしながら、要望をしたいと思っています。現段階では、何を行うという

お答えはできません。 
 

Ｑ その他（１） 区画整理地内の空き地の草刈りについて 

 交通事故や火災が発生するおそれがある。 
Ａ 建設部長 
草の放置は、火災予防や交通安全の視距の確保などに支障をきたしますので、個

人の方にも、草刈りを依頼するようにしたいと思います。 
 
Ｑ その他（２） 区画道路８－１４号線と大池線の交差点はどうなりますか。 

この交差点は、かなり危険、今でもよく、事故を起こしています。歩道ができる

と、子どもをできるだけ歩道を通って通学するような指導が、多分あると思います

が、歩道側に広い道路が接続されますので、信号がないと危険だと感じますが、い

かがでしょうか。 
Ａ その他（２） 建設部長 
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区画道路８－１４号線と都市計画道路の上宿樽井線の区間は、信号と信号の区間

が非常に短くなりますので、公安委員会へ要望をしても承諾をいただけないと思い

ます。しかしながら、地元の御要望ですので、公安委員会へは話を上げたいと思っ

ています。 
それから、現状でも危ないという話ですので、大至急、現場の状況を調査し、区

画線や線引きなど、何が効果的かを検討します。そして、対応できることについて

は、対応したいと思います。 

 

Ｑ その他（３） 防犯灯の設置について 

筋違橋交差点の信号から白鳥方面へ来る道路は、夜なると真っ暗になり、防犯上、

非常に危険です。変質者が出ると聞きますので、防犯灯を取り付けるということは

できないのでしょうか。 
Ａ その他（３） 市長 
場所を確認させていただきます。防犯灯の設置は、町内から御要望いただきたい

と思います。 

 
Ｑ その他（４）下水道接続などに係る個人負担額は 

Ａ その他（４）上下水道部長 
個人的な負担は、市に納めていただく受益者負担金と下水工事業者に支払ってい

ただく宅内下水管接続などの屋内改造に伴う工事費と２つの経費があります。 
受益者負担金は、面積によって掛かります。第９次拡張区域は、１平方メートル

当たり３６０円の御負担となります。原則的には、工事の目処が立つ間の５年間で、

年４回ずつ２０回払いでお支払いいただきます。全額一括払いなどもできます。 
改造工事は、現在、合併浄化槽を設置されている方は、合併浄化槽を廃止し 

下水に接続し直すだけとなります。各御自宅の民地内の１メートル以内まで市が下

水の受け口を設置しますので、そこへの接続工事を行っていただきます。このため、

合併浄化槽があれば、そこまで下水が来ていますので、切り替え工事費が安価にな

ります。現在まだ、汲み取り式便所などの場合は、配管を全て下水の受け口まで持

って行く必要がありますので、工事費が若干高くなります。また、敷地が広いなど、

遠くから配管することとなると、その距離だけでも値段が変わります。安い方でも

２０～３０万円は掛かると思います。配管の距離やトイレの作り変えなど、場合に

よっては５０万円を超えることもあります。 
 
Ｑ その他（５）合併浄化槽を緊急時に雨水の貯留タンクにという考えは 

Ａ その他（５）上下水道部長 
合併浄化槽を下水に切り替えるときに、浄化槽をそのまま残し、雨水の貯留施設

に転用していただくと、僅かですが市から補助金を出させていただきます。雨水の

貯留タンクを設置する場合でも補助金の制度がございます。 
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今後また、広報などでＰＲさせていただきます。 
Ｑ その他（６）上宿地区の雨水の排水対策は 

上宿は、山や畑を潰して宅地にしたため、いったん雨が降りますと、道路は川の

ようになります。下水を整備されるときに雨水の状況をみながら、検討していただ

ければありがたい。 
Ａ その他（５）上下水道部長 
上宿地区内でも雨水管を増強する計画がございます。区画整理側の方へ流れてい

く計画になっています。 
上宿北部の側溝は、ほとんどコンクリート蓋で、枡が非常に少ないと思いました。

このため、できることなら汚水管の布設に合わせて、側溝の一部をグレーチングな

どに改良し、雨水が側溝に流入するようにしたいと思います。 
 
市 長 
ポイ捨てと資源の抜き取りを禁止し、これらを取り締まり、違反者に対して罰金

を課すという条例を３月に制定して、１０月１日から施行します。条例制定の趣旨

は、罰金を取るのが目的ではなく、罰金を取りますから、やらないでくださいとい

うことです。皆さんに御理解をいただきたいと思います。 
 
Ｑ その他（７）ポイ捨て、資源持ち去り抑止対策は 

上宿は防犯で黄色いシャツを着て、皆なで歩いています。腕章を市から提供して

もらって、町内で監視員が何十人か腕章を付けて歩いていればかなり抑止できると

思います。また、ごみステーションの看板がごみステーションの数だけ作る予算が

ないそうです。 
Ａ 企画部長 
現在、腕章については、計画にはないようですが、御提案として受け止めさせて

いただきます。 

 

Ｑ その他（８） 同じ豊川市で発行している国民健康被保険者証と高齢者医療受

給者証のサイズが異なり、使い勝手が非常に悪い。 

Ａ 企画部長 
これは、持ち帰りまして担当へしっかりと伝えて、何かできないかということを

検討させていただきたいと思います。 
 
連区長あいさつ 

市長を囲む懇談会の開催は、市長さんに来ていただき、大変大きな意義がありま

す。本日の話題についても、３名の部長さんに分かりやすく御説明をいただきまし

た。出席された皆様方も、内容的には納得していただいているようです。これから

も、よろしくお願いいたします。本日は、遅くまで、ありがとうございました。 
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Ｑ その他（３）防犯灯の設置などについて 

 防犯灯の設置は町内会が行います。市は防犯灯の設置にかかる費用を申請に基づ

き、補助させていただいております。補助の金額は、防犯灯の設置費用の７割（上

限金額有り）です。今年度予算においても若干の余裕がありますので、申請してい

ただければすぐに対応させていただきます。防犯灯の設置につきましては、町内会

長さんなどにご相談ください。また、変質者対策としては、市で行っている青色回

転灯防犯パトロールの実施者に当該場所を示し、巡回強化をするよう指示いたしま

した。 
市民部 地域安心課 

                       電話番号 ８９－２１４９ 
 

 

Ｑ その他（７）ポイ捨て、持ち去り防止監視用腕章の配布などについて 

資源持ち去り者についてはこれまでも資源ステーションにおきまして、町内会と

のトラブルも多く、危険な思いをされた方もおられます。 
市としてお願いしたい内容は持ち去り者の情報提供であり、取り締まりパトロー

ルも専任の職員がおりますので、事例を見かけましたら是非清掃事業課にご一報い

ただくことをお願いします。 
ただ、夜間の防犯パトロールの一環として、持ち去り者に対するけん制をしてい

ただくのはありがたいことであるとおもいます。専任職員も夜間の随時対応は困難

かと思いますので、遭遇した場合は、その旨、後日ご連絡いただければ、その時間

帯のパトロールを実施いたします。 
腕章については分別強化月間として別にお願いしておりますステーション立ち

番について、町内会に提供しておりますが、それには「清掃協力員」と記してあり

ます。適切な表記の腕章ではないかもしれませんが、ご活用いただければありがた

いと思います。 
ごみステーションの看板につきましては、清掃事業課では当初５００枚の看板を

用意しました。しかし、資源のステーションは１５００箇所以上あります。ステー

ションの中には地元の要望で看板を設置しないところもありますが、それを除いて

もかなりの枚数となり、 初から全てに対応は出来かねる状況でした。 
設置を認めていただいた町内会におかれましては、要望どおりの枚数をご用意で

きなかったことは申し訳ありません。不足分については、新たに少しずつ用意をし

ております。追加のご要望には対応してまいりますので、清掃事業課までご連絡を

お願いいたします。 
経済環境部 清掃事業課 

                       電話番号 ８９－２１６８ 
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Ｑ その他（８）国民健康被保険者証と高齢者医療受給者証のサイズについて 

被保険者証等の大きさについては、国民健康保険被保険者証のカード化に伴い、

小さくて見にくいといったご意見など、市民の皆様から様々なご意見をいただいて

おります。そこで、７０歳以上７５歳未満の方を対象とした高齢医療受給者証は、

分かりやすくお持ちいただくため、現在、従前の被保険者証サイズで作成していま

す。市としては、皆様にとってより使い勝手のよいものとなるよう今後も検討して

いきたいと思いますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

                       健康福祉部保険年金課 

                       電話番号 ８９－２１３５ 
 
 


