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小坂井地区区長会の「市長を囲む懇談会」（概要） 

 
日 時 平成２２年１１月５日（金）午後７時から午後８時２５分まで 
場 所 小坂井生涯学習会館（1 階）集会室 
出席者 区長会長始め約５５名 
    市長、副市長、企画部長、市民部長、建設部長、支所統括監、教育部長 
 
区長会長あいさつ 

  合併後１０か月が経過しようとしております。小坂井地区区長会は、平成２３年

度から連区への移行をスムーズに行なわれるよう、毎月、区長会を開催しており、

連区の規約や組織などを試行錯誤しながら検討を行っております。 
本年２月１日の合併後、小坂井地区の諸問題を御理解いただき、市長と意見交換

をする機会とて、本日の市長を囲む懇談会を企画しました。先に提出をした９つの

話題について承りたいと思いますので、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、格別な御理解と御協力をいただき、厚く御礼

を申し上げます。 
本日は、小坂井地区では２月に合併して以来、初めての市長を囲む懇談会の開催

でございます。小坂井地区の皆様から貴重な御意見をいただき、この地域の発展の

ために頑張ってまいりたいと思っております。 
  小坂井町史を読んだところ、ここは古い歴史を持つ素晴らしい地域だと感じまし

た。伊奈城跡や菟足神社、五社稲荷社、篠束神社、若宮八幡社、そして柏木の浜、

しかすがの渡しの跡など、この地域の持つ歴史を大切にしながら、発展させていき

たいと思います。 
  また、この地域は救急車の到着時間が他の地域に比べて遅いため、この地域の喫

緊の課題として、現在、救急車を配備した消防署の建設に鋭意努力しております。 
 そして、御津地区と開設している学校給食センターは、建物が古く老朽化が激し

いため、施設の建設を早急に検討しなければと思っております。 
  本日は、多くの御質問をいただいております。皆様とともに、この地域のより良

い発展のために、どうすべきかを真剣に議論をしたいと思っております。財政状況

が非常に厳しいため、今までになく事業等の見直しや取捨選択に迫られていますが、

できるだけ早く、新市一体となって、「豊川市になって良かった」と思われるよう

に頑張ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 
 
Ｑ１  新豊川市の中の小坂井地域の位置付けについて 

Ｑ１－（１）総合計画での土地利用構想について 

合併後の新市の土地利用構想で「くらしのゾーン」に変更された市街地の空洞化
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となっている篠束町及び宿町の市街化調整区域内は、合併前に民間による開発とい

う話がありました。今後この地域はどのようになるか、また、民間開発の進捗状況

はどのようになっているのかをお伺いします。 

Ａ１－（１） 企画部長（企画政策課） 

この地域は、「くらしのゾーン」という位置づけをしております。 
市では、平成１８年に策定した総合計画で、将来の都市構造を、市街化区域を「く

らしのゾーン」と「にぎわいのゾーン」、調整区域の農地を中心とした「田園ゾー

ン」と山間地域を中心とした「自然環境ゾーン」に区分をしました。今回、小坂井

町との合併に伴い、作成した新市基本計画では、４つのゾーンに工場等の産業関係

を中心とした「ものづくりのゾーン」を加えた５つのゾーンに区分をしました。 
御質問の土地は、市街化調整区域にあり、市では「田園ゾーン」という位置づけ

となります。しかし、旧小坂井町では様々な御意見があり、請願書も提出されてい

ました。また、この地域は、旧豊川市と旧小坂井町の行政界にあって、合併により

調整区域が市街化区域に囲まれ、ドーナッツの空洞のようになりました。この地域

に隣接する旧豊川市側は「くらしのゾーン」として位置づけをしておりましたので、

豊川市から小坂井町へつながる地域を、新市基本計画では「くらしのゾーン」とし

て位置づけをしました。 
現在、調整区域を市街化区域に変更することは、非常に大きな課題があり、一朝

一夕には変更することはできません。しかし、新市の土地利用構想については、連

たん性などを考慮し、新市基本計画における平成２１年度から３１年度までの１０

年間の計画期間に捉われず、将来を見据えた土地利用を進める目的として位置付け

ております。 
また、民間開発の進捗状況につきましては、合併後今日までの約１０か月の間、

市に対し開発などを希望する御相談はありません。 
Ｑ１－（２）都市計画道路の整備について 

住民要望が一番の多いのは生活道路の整備と思いますが、市街地の混雑の緩和を

図るためには、幹線道路網の整備も必要かと考えられます。そこで、次の路線の整

備計画について、お伺いをします。 

 ①  ３．４．１０ 中通線の未整備路線の今後の整備計画について 

 ②  ３．５．３７ 小坂井中条線の小坂井支所から日本ミルクコミュニティ前ま

での整備計画について 

③  ３．５．５０２ 伊奈美和通線は、旧豊川市から国道１号線までは用地は確

保されていますが、未整備の状況となっています。整備計画をお伺いします。 

Ａ１－（２） 建設部長（道路建設課） 

中通線を始めとする３路線は、すべて旧小坂井町と旧豊川市を結ぶ重要な都市計

画道路と認識をしておりますが、事業を進めるに当っては地権者の方々の御理解と

ともに、多くの事業費と長い期間が必要となってまいります。 

３路線のうち中通線と小坂井中条線については、県事業として整備していただく

よう要望をしてまいりますが、特に中通線につきましては、平井新町線までの残り
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約２００ｍを強く要望をしてまいりたいと思っております。しかし、愛知県としま

しても非常に厳しい財政状況にございまして、他の地区では継続事業であっても、

今年度は休止の状態で、工事に入れない路線が多数ございます。 

また、伊奈美和通線は、市の事業として整備をする路線でございますが、現在、

市で整備中の都市計画道路も国や県の事業採択を受けながら継続的に進めており

まして、他にも多くの整備の必要な未整備路線がございます。 

現在、市内の都市計画道路の総延長約１７９km のうちの約８４km が整備完了し

ておりますが、整備率は４７．１％と大変低い状況にあります。 

このように県事業、市事業ともに早期の整備というのは非常に困難な状況にはご

ざいますが、今後も地元の皆様の御意見をお聞きし、現場状況なども確認しながら、

他の路線も含めて事業化に向けて十分検討し、要望をしてまいりたいと考えており

ます。 

 

Ｑ２  小坂井地域の道路整備計画について 

小坂井地域内の生活道路は、４ｍ未満の道路が多く、救急車や消防車等の緊急車

両の通行に支障を来たしているため、４ｍ未満の道路についての整備計画について、

お伺いします。 

Ｑ２ 建設部長（道路建設課） 

 近、実施しました都市計画マスタープランのアンケートでは、「狭い道路だと

消防車や救急車などの緊急車両の通行ができない、又は見通しの悪さから犯罪が起

こりやすくなるため、道路の拡幅などの整備を行ってほしい」という安全・安心の

まちづくりに対する要望が、市域全体での４０．８％に対し、小坂井地区では６９．

４％と、非常に狭隘道路に対する改善要望が強い状況が顕著に表れております。 

なお、消防本部では、道路条件としては幅員３ｍ以上が通行可能な道路としてお

り、日ごろの活動の中で、消防水利、又は建物の位置、工事路線の状況などについ

て確認をしており、緊急車両の通行にできるだけ支障のないように取り組んでいる

ということでございます。 

 合併による新市の一体化を図る上で、また安全安心のまちづくりの観点から、生

活道路等の道路整備は重要な課題であると考えています。 

 地元要望をもとに全市的な整備のバランスも考慮しながら、限られた予算の中で

はありますが、待避所の整備や側溝など雨水対策も含めた道路整備などを、小坂井

地区において一部取り組んでおりますように、地域に合った整備を検討しながら、

計画的に進めてまいりたいと考えております。 

まずは、合併による旧小坂井町の継続事業を引き続き実施するとともに、交通安

全対策を優先的に取り組んで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。 

 

Ｑ３  国道２４７号線（小坂井バイパス）の無料化について 

県道路公社が管理する有料道路「小坂井バイパス」は、有料区間を避けた大型車、
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一般普通車等が県道前芝小坂井停車場線に多く流れ込んで、沿線の住民は、日中の

道路混雑で日常生活への悪影響や交通安全を危惧しています。旧町時代から無料化

について要望をしてまいりましたが、新市としても積極的に完全無料化を早期に実

現していただきたい。市としての考えをお伺います。 
Ａ３ 建設部長（道路建設課） 

 小坂井バイパスは、愛知県道路公社が一般有料道路として管理している道路でご

ざいます。現在、普通車１００円、大型車Ⅰ種１６０円、Ⅱ種３６０円の通行料金

が掛かります。 

  償還期間の終わる平成２８年３月２５日から無料化が予定されていますが、御指

摘のとおり、有料区間を避けて県道前芝小坂井停車場線に多くの車両、特に大型車

が流入しておりまして、踏切や信号等によりスムーズな交通形態に支障をきたして

いる現状は、承知しております。 

合併前から、豊川市といたしましても、沿道地域の環境・交通安全の確保を図る

ため、無料化の要望をしております。周辺の豊橋市、蒲郡市、新城市及び田原市に

お願いをいたしまして、今年８月に愛知県及び愛知県道路公社に対して連名で無料

化に向けた取り組みについて要望しました。その結果、無料化への第一歩として、

大型車Ⅰ種の割引制度（１６０円→１００円）の社会実験が、この１０月から実施

をされることとなりましたが、今後も、あくまでも無料化の早期実現に向けて、一

層の要望活動に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

Ｑ４ 平坂街道踏切の拡張及び迂回路について 

Ｑ４－（１） ＪＲ東海道本線平坂街道踏切の拡張要望について 

ＪＲ東海道本線「平坂街道踏切」は、ＪＲ西小坂井駅から蒲郡に向かって２つ目

にある県道３８４号線（小坂井御津線）の踏切で、日中、大型車や普通車等で大変

混雑します。踏切が拡張されるということを聞いておりますが、ＪＲ東海との現在

の交渉経過についてお伺いします。 
Ａ４－（１） 建設部長（道路建設課） 

県道３８４号線、小坂井御津線の平坂街道踏切の拡幅につきましては、愛知県事

業のため、ＪＲとの交渉状況につきまして県に確認をしております。 

県では、引き続き踏切拡幅の協議を進めており、工事を行う際の交通処理や施工

方法について、関係機関と合せて検討中であるとのことです。 

なお、本協議に入るためには、踏切の廃止が絶対条件になります。この踏切の廃

止の地元協議につきましては、旧小坂井町のときに地元説明を行い、基本的な了解

を得ているということでございますが、今後、地元の正式同意をいただかなければ、

ＪＲが協議に応じていただけないものと思っております。こうした正式同意を取り

付けることと、県警本部等との協議も合せて進めていきたいと考えております。県

としましては、何とか来年度中に本協議に入りたいという意向のようです。 

Ｑ４－２ ２級路線佐脇原慶応線の進捗状況について 

 踏切の拡張に伴い、迂回路を心配しております。２級路線佐脇原慶応線の進捗状
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況をお伺いします。 
Ａ４－（２） 建設部長（道路建設課） 

美園地区の市道佐脇原慶応線は、約４．５ｍの幅員が途中から約２．５～２．７

ｍと狭くなっております。この地区の現況道路はとても狭く、特に朝夕には通勤車

両が非常に多く、車のすれ違いができずに困っている状況にあるということは承知

をしております。地元の一部の申し合わせで、一方通行にされている区域があるこ

とも、お聞きしております。しかし、建物が非常に密集をしており、道路拡幅とな

りますと多くの家屋移転が必要となります。 

また、これまでの経緯も伺っておりまして、現在のところ拡幅の具体的な予定は

ありませんので、御理解をいただきたいと思います。 

 

Ｑ５ 県道３８４号線（小坂井御津線）と県道３７５号線（前芝国府停車場線）の

佐奈川に架かる「柳橋」の改良について 

柳橋は、橋上道路幅８ｍ５０ｃｍ、歩行帯９０ｃｍの橋であり、通学登校時間帯

には車・自転車・歩行者（児童）が重なり合い毎日危険な思いで通学しているのが

現状であります。この道路は県道であるため、地元だけでは対応ができない状況で

もあります。子どもたちが安心して行動できる環境づくりは、明るく住み良い豊川

市につながってくると思います。通学路になっている柳橋の安全対策を講じるため

に、歩行者専用の橋を設置していただくよう県に対し、強く要望するものでありま

す。市のお考えを伺いたいと思います。 
Ａ５ 建設部長（道路建設課） 

柳橋は、伊奈佐脇原地区の児童、生徒が通学に利用しており、車の通行量も大変

多く、危険なところであるということは認識しております。 

 この近くに、２３号バイパスが整備され、インターが設置されますが、この関連

工事の区域外とされているため、柳橋の改良は計画をされておりません。 

  しかしながら、インター設置に伴い、交通量の増加が予測され、状況も随分変わ

ってくるものと考えております。 

  また、平坂街道踏切西側から途中まで歩道設置がされております。残りの未整備

区間につきましては、旧小坂井町の要望を引き継ぎまして、早期に整備を行えるよ

う県に強く働き掛けをしてまいりたいと考えております。 

 

Ｑ６ 小坂井東小学校体育館の建設について 

小坂井東小学校体育館は、建設されてから長い年月を経過し老朽化が激しく、児

童や地域住民にとって非常に不安や不便をきたしています。全校児童が卒業式等に

参加できる広さと地域住民の緊急時の避難所としての安全対策や耐震性を兼ねた

体育館を早期に建設していただきたいと要望していますが、建設計画等についてお

伺いします。 

Ａ６ 教育部長（教育委員会庶務課） 

豊川市は、合併して、小学校２６校、中学校１０校の３６校になりました。それ
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ぞれの学校で、施設の老朽化がかなり進んでおりまして、現在、教育委員会では、

学校等の施設整備計画を策定中でございます。概ね平成２５年度から３０年度まで

の期間を前期計画として、学校施設等をどのように整備していくのかを定めていき

たいと考えております。 
小坂井東小学校屋内運動場は、昭和４４年に建築された建物であります。市内の

小中学校の屋内運動場の中でも、比較的古い施設でございます。また、建物面積が

５６４㎡と、大変狭い施設と認識をしております。 
建物の耐震性については、平成７年度に耐震診断を実施しまして、耐震性能につ

いては、問題ないという結論が出ております。 
本市としましては、現段階での総合計画実施計画において、平成２４年度に改築

に係る実施設計を行っていきたいという計画になっております。 
現在、豊川市の財政状況も非常に厳しい状況ではございますが、大きな状況の変

化がない限りは、早期にこの実施計画に基づき、改築の実現を図ってまいりたいと

考えております。 
 
Ｑ７ 小坂井中学校体育館の改修について 

小坂井中学校の体育館は、昭和４５年の建設で老朽化も進んでおります。そのた

め壁やベニヤ板の傷みを始め、アリーナ中央をネットで仕切る装置も不具合で、夜

間等に利用する人々からも苦情が出ていると聞いております。 
また、強い雨が降ると雨漏りもするときがあり、屋根を打つ雨音のため集会の声

が聞きづらいということも聞きました。 
さらに災害時の避難場所にも、この体育館は指定されていると思います。 
以上のような理由から地元民として、ぜひ小坂井中学校の体育館の改修をお願い

したいと思います。計画等があればお伺いしたいと思います。 
Ａ７ 教育部長（教育委員会庶務課） 

私も小坂井中学校体育館を確認しております。内側から見ると、屋根の材料が剥

き出しになっており、防音塗料を塗ってあるような状態でございます。校長先生に

も確認をしておりますが、雨が降りますと、かなり大きな音でマイクを使わないと

声が通らないということも伺っております。先ほど、お話にありましたように昭和

４５年の建築であり、市内でも古い体育館ということも認識しておりますが、市内

全小中学校３６校では、既に築５６年を経過した校舎などがありまして、老朽化も

かなり進んでおります。 
また、今年に入り、文部科学省が来年度から小中学校の３５人学級を進めるとい

う計画が発表されました。この計画ですとクラス数が増え、市内のいくつかの学校

では教室が不足するため、３５人学級への対応を優先的に取り組まなければなりま

せん。したがいまして、施設整備計画には、この対応も盛り込み計画的に学校施設

を整備してまいりたいと考えております。 
小坂井中学校体育館につきましては、いまの段階で、いつになるかということは

申し上げられませんが、施設整備計画の中期計画に盛り込んでいきたいと考えてお
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りますので、よろしく御理解をお願いいたします。 
【参考】 

35 人学級スケジュール 
  小学校(学年） 中学校(学年） 備考 

平成 23 年度 1・2     

平成 24 年度 3     

平成 25 年度 4     

平成 26 年度 5 1   

平成 27 年度 6 2   

平成 28 年度   3   

平成 29 年度 1   30 人学級 

平成 30 年度 2   30 人学級 

 
Ｑ８ 小坂井連区への移行に伴う問題点の解消について 

Ｑ８－（１） 小坂井地区を２連区とする要望について 

合併のときに小坂井中学校区を１つの連区という条件であったということです

が、小坂井連区は２万８千人の非常に大きな連区となります。小坂井連区がスター

トした後、連区を運営する中で様々な問題が発生したときに、小学校区単位の２連

区とすることができるかお伺いします。 
Ａ８－（１） 市民部長（生活活性課） 

１連区でスタートし、何か問題が発生したときに２連区に分けることは、可能で

あります。 
合併協議の事務事業調整では、まず、音羽地区、御津地区に倣って１連区として

御提案をさせていただきました。平成１８年度の一宮町との合併では、小学校区単

位で連区を構成し、３連区として連区長会へ参加いたしました。その後「従来は、

一宮町全体でコミュニティが形成されていたが、３連区に分けたため、町全体とし

てのコミュニティが崩れてしまった。１連区の方が良かったのでは。」という声が

少なからずありました。このことを踏まえ、音羽地区、御津地区そして小坂井地区

の連帯感を引き続き維持するためにも、１連区で御提案させていただきました。 
また、複数の連区とした場合、連区ごとに役員が必要となりますので、役員人選

等の人的な御負担もあるのではないかと考えて、１連区を御提案させていただきま

した。 
連区も町内会と同じく自治組織であり、地域の皆さんが実情に応じて、自主的に

御判断していただくことが基本だと考えています。地域のコミュニティを形成する

という観点から連区について考えていただきたいと思います。 
Ｑ８－（２） 小坂井地区内への市民館の建設について 

小坂井地区への地区市民館の建設、又は合併して多くの施設がありますので、こ

れを複合的に、区長会などの会場として使うことができないかお伺いします。 
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Ａ８－（２） 市民部長（生活活性課） 

 合併で引き継いだ施設を含め、現在、市内には３０館の地区市民館が設置されて

おります。小坂井地区につきましても御要望がございましたら、建設に向けての検

討をさせていただきます。 
  地区市民館の建設や管理運営に当たっては、要件があります。主な要件としまし

ては、次の５件です。 
(1) 建設に当たりましては、原則として連区又は小学校区に１館です。 
(2) 規模としましては、４００㎡から７００㎡で鉄骨造り２階建てが基準です。

(3) 主な施設は、事務室１、集会室１、会議室１、和室２、調理室１、図書室１ 
 が基本となっています。 
そして、次が一番大事な要件となりますが、 

(4) 建設用地は、地元の方で地主の方と調整をしていただき、地主と市との借地

料を無料とする使用貸借契約を結んでいただくことが原則となります。 
(5) 地区市民館の管理は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき指定

管理者制度を採用しておりますので、地元で地区市民館運営委員会を組織して

いただき、管理運営をお願いすることとなります。 
  また、連区で会議を開く際の会場につきましては、この生涯学習会館を活用いた

だきたいと思っております。生涯学習会館は、各種団体が活動の拠点として利用し

ておりますので、いつでも自由に利用することはできませんが、連区又は町内会の

事業につきましては、公的な団体と同じように、年間事業計画に基づいて、半年前

から事前に予約ができます。そして、利用料金については、１０割減免が適用され、

無料で御利用できますので、御理解をよろしくお願いたします。 
  後に、施設の活用方法などは、市全体として活用方法などを、現在、内部で検

討を進めておるということですので、御理解をお願いします。 
 
Ｑ９ 佐奈川の整備について 

近年、異常気象による豪雨の被害が全国各地から新聞・テレビ等で報道されてお

ります。もし豊川市周辺でゲリラ豪雨が発生し、海の大潮での満潮時が重なると伊

奈地区周辺の佐奈川の水位が高くなり、堤防の決壊の恐れが生じます。もし決壊す

れば市に大きな損害が発生すると思います。現在、佐奈川のＪＲ東海道本線の下流

１００ｍは、増水により堤防の側面が削り取られるなど危険箇所が有り、現時点で

堤防の修復、整備を要望します。佐奈川の河川整備についての考えをお伺いします。 
Ａ９ 建設部長（道路維持課） 

佐奈川は、県管理の河川で、戦前から戦後にかけて改修され、３年確率程度、時

間雨量４２mm 程度の対応と考えられております。 

近年では、幸いにも堤防決壊等といった大きな被害は起きておりませんが、時間

当たり１００mm を超えるようなゲリラ豪雨が全国各地で発生をしております。非

常に災害等を心配されるわけですが、１００mm を超えるような雨となりますと、

本市を始め県内のほとんどの河川において浸水被害が発生するという状況になる
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と思っております。 

この佐奈川の整備でございますが、県において５年確率程度、時間雨量４９mm

の対応を目標として、音羽川、白川、西古瀬川及び御津川の４河川について、優先

的に改修事業を進めております。 

佐奈川の河川改修については、これらの４河川の進捗状況を考慮して、次の段階

として検討していきたいと聞いております。 

水害対策といたしましては、河川改修を着実に推進することが大事ですが、長期

間を要するため、防災体制の充実、防災情報の提供及び防災意識の向上を図るなど

のソフト的な対策が、非常に重要になってくると考えております。 

大雨の時には非常配備体制をしきまて、消防とも連絡を取りながら、今後の降雨

状況や佐奈川の佐土町にある水位計による避難判断水位、そして小坂井地区では雨

田橋を始め４つの橋の橋げたの下の危険水位等を分署の方で随時測っております。

こうしたものを総合的に判断して、地元住民に対しまして、適切な避難情報を提供

していきたいと考えております。 

また、本年度において洪水ハザードマップを作成いたします。これは、堤防が決

壊した場合を想定し、浸水状況をカラーで示しております。どこに避難したら安全

かが、分かるようになっております。市内全域に配布する予定でございますので、

御利用をお願いしたいと思います。 

佐奈川の危険箇所については、地元要望がありましたので、県に現場を確認して

いただいたところ、流水による洗堀等はなく危険な状況とは考えられないとし、今

後の状況を見て、危険と判断した場合には、すぐに対応を取るとの連絡を受けてお

ります。今後、巡回を強化していただくように、県に要望してまいりたいと考えて

おります。 

 

その他Ｑ１ 宿、篠束地区の土地利用計画等について 

小坂井町の当時、宿と篠束地区へ商業施設の誘致という話があり、この地権者の

方々の意見は、私の聞いた限りでは、賛成が９０％以上ありました。当時の町議会

においても、検討をされましたが、不幸にして取り消しになったという結果になっ

ております。民間施設が進出し、その地域を中心に新しい住宅地ができれば、市の

人口が増えますし、市の財政の糧にもなると思います。そういう観点から、もう一

度早い段階に都市計画等の見直し等ができるように、地域一丸となって取り組んで

いただきたいと思います。 

その他Ａ１ 副市長 

  平成１９年１１月に施行された都市計画法の改正によって、調整区域での開発行

為は基本的にはできないこととなりました。 

現在、食糧自給率などの問題や他市の事例で多くの農地が倉庫や工場等に転用さ

れた問題などにより、国の開発許可は非常に厳しい状況になっております。 

豊川市の都市計画図を見ますとドーナッツの真ん中みたく、宿、篠束の地域が白

くなっています。４町と合併した現在、バランスが悪いことは確かでございます。
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このため、各種の都市計画に関わる計画等の中では、将来的に長い目で見て、当該

地域も市街化編入できるように進めていきたいと思っております。しかし、すぐに

市街化編入をするということは現状では、無理だという状況にあります。 

 

その他Ｑ２ 地元業者対策について 

  国や県は、公共事業等の予算が非常に減少をしております。小坂井町ではそれな

りに町単独事業があり、建設業者等もある程度の仕事がありました。しかし、合併

してから仕事がなく、廃業を余儀なくされている業者もおります。従業員たちは新

しい仕事を見つける必要がありますが、厳しい現状の中では、ある一定年齢になり

ますと、新しい職に就けずに苦労されている方を承知しております。この地域の困

っている方たちのために、市として何とかお力をいただければありがたいと思いま

す。 

その他Ａ２ 副市長 

  商工会議所や商工会から御要望をいただいており、十分承知をしております。こ

れに関しましては、市長から市内業者優先という指示が出ております。土木工事や

建築工事などの入札等は、ある一定の競争原理を働かせるため何社か揃うようにし、

できるだけ市内に本店があるなどの条件を重視して実施しておりますが、残念なこ

とに事業自体が非常に減っております。 

事業が減少している理由としましては、市民病院の建設がございます。市民病院

の建設に向けて、市の貯金をできる限り増やしてまいりました。この１２月に病院

事業会計で建設費を予算計上する予定です。一般会計においても建設費の一部を負

担してまいりますが、この事業費等が固まりますと、今後の財政計画を見直すこと

が可能となります。見直した財政計画の状況により、例えば消防署南分署や学校給

食センターなどの施設整備を実施していこうと思っております。 

今後、事業費はある程度は増えると思っていますが、何分にも税収はかなり減っ

ており、非常に厳しい財政状況であります。しかし、地元への配慮は、今後も優先

的に考えていきますので、しばらく見守っていただきたいと思います。その後、ま

ったく状況に変化が見られない場合は、再度御提言をいただき、対応をさせていた

だきます。御理解をお願いいたします。 

 

その他Ｑ３ 小坂井生涯学習会館への新聞等の設置について 

 生涯学習会館の図書室は図書館でないため、新聞や雑誌、月刊誌などを購入する

予算は付けませんと言われています。私の要望としては、図書室であろうと、今ま

でのように地区の住民が気軽に利用し、様々な情報を仕入れることができるように、

予算を付けていただくことができますか。 

その他Ａ３ 教育部長 

 現在、中央図書館で図書館システムを新たなシステムに切り替えをしております。

音羽、御津図書館では、別々のシステムでしたが、今回中央図書館に一本化してシ

ステムを統合します。合せて小坂井生涯学習会館と一宮生涯学習会館の図書室も、
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それぞれ端末を設置する予定でございます。このシステムによって、小坂井生涯学

習会館の図書室からも中央図書館の図書や音羽、御津図書館の図書を借りることが

可能となります。 

また中央図書館では、新刊本を選書し、購入しております。そして、これらを一

つのパッケージにし、小坂井生涯学習会館図書室も含めて市内分館に、それぞれ配

本します。ある一定期間をおいて巡回させるという方法で、新刊本を読んでいただ

くように、利用者の利便性を図りたいと考えております。 

また、生涯学習会館は教育委員会生涯学習課が所管をしておりますが、予算的に

かなり厳しい状況になっております。図書室への新聞や雑誌類の設置につきまして

は、新年度予算での実現について、今ここでは、はっきりと申し上げられませんが、

平成２３年度には、少しでも利便性が高まるように努めてまいりますので、よろし

く御理解をお願いしたいと思います。 

 

その他 Ｑ４ 人間ドックの助成について 

 小坂井町では、人間ドックの費用の７～８割を負担していただき、個人負担は約

１万円でした。合併してからは、人間ドックの費用を援助する制度はなく、簡易の

健康診断を年１回受診できる制度となっています。詳しい精密検査をしてもらうた

め、人間ドックを受診しますと、かなりの費用が掛かりますので、５年に１回程度

は、市が補助をして、受診させていただけるということはできないでしょうか。 

その他 Ａ４ 副市長 

 合併前の町では、自治体の規模等に応じた町独自で様々な施策を行っており、

様々な給付等が豊川市より多かったということは承知しております。 

 合併に伴いまして、町独自で実施しておりました事業も、豊川市に合わせるとい

うことで廃止になった事業がたくさんあります。合併協議を行う中で、実施できる

事業の選択をし、住民の皆様に説明を申し上げてきました。 

 住民の健康を守るということは、必要なことですので、市としましても各種健診

の拡充や費用負担の減額などの努力をしております。 

人間ドックの助成制度については、担当課と内容の確認をいたしますが、現状で

は、合併協議において廃止になった事業は難しいということになります。 

住民の皆様の健康を守るために、他の施策で頑張ってまいりますので、御理解を

お願いします。 

 

区長会長閉会あいさつ 

 本日は小坂井地区区長会の市長を囲む懇談会に提出させていただきました話題

等につきまして、丁寧に御回答をいただきまして、誠にありがとうございました。

小坂井地区区長会は、来年度は小坂井連区として、市と本地域との連携を今以上に

深めるため頑張ってまいりたいと思っております。今後とも温かい御支援や御協力

を賜りますよう、お願いをいたします。 


