
豊川連区の市長を囲む懇談会【概要】 

 
日 時  平成２２年１１月１４日（日）午後７時から午後８時３０分まで 
場 所  豊川連区事務所（進雄神社内） 
参加者 連区長始め４０名 
    市長、企画部長、市民部長、建設部長、市民病院建設監 

 
連区長あいさつ 

  皆さん、こんばんは。お休みのところ、お集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。日ごろは、何かと連区に御理解、御協力をいただきまして、ありが

とうございます。今日は市長を始め各部長に御出席をお願いしておりますので、日

ごろ皆さんが思われていることを御質問して、直接お話をお聞きする機会にしたい

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賜り、厚く御礼を申

し上げます。 
  本日は、市長を囲む懇談会ということで、豊川連区の皆様にお集まりいただきあ

りがとうございます。この機会にいただいた御意見を十分に尊重しながら、市政の

運営に頑張ってまいりたいと思っております。 
  最近の嬉しいニュースから御披露を申し上げます。全国高等学校駅伝競走大会愛

知県予選会において、豊川工業高校陸上部男子が１３連覇、そして豊川高校駅伝部

女子が４連覇を成し遂げ、今年も１２月２６日に京都の都大路を走ることになりま

した。毎年、選手が変わるなかで連覇を続けるということは、本当に難しいことで、

大変素晴らしいチームだと思います。全国高等学校駅伝競走大会は、スタート前か

らゴール、優勝チームのインタビューなどまで、全般に亘って全国ネットのテレビ

中継をしています。愛知県代表として出場する市内の２校は、それぞれ学校名に「豊

川」という名が入り、走っている選手のゼッケン、又は中継アナウンスによって、

豊川の名を全国に宣伝していただいております。このように豊川の名を全国に広め

ていただいていることは、私たち豊川市民は、大変嬉しく思っています。今年もぜ

ひ、大会会場である西京極球陸上競技場へ応援に行きたいと思っております。 
市では、今年から来年にかけて、陸上競技場を全天候型、第３種公認の競技場に

改修してまいります。この陸上競技場が完成によって、スポーツを通した青少年の

健全育成や生涯スポーツの振興などを図ることができるものと期待しております。 
  また、９月１８日・１９日に神奈川県厚木市で行われましたＢ級ご当地グルメの

祭典・Ｂ‐１グランプリに、「いなり寿司で豊川市をもりあげ隊」が愛知県内では
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初めての出場をいたしました。この大会には、総勢４３チームが出場し、いなり寿

司で豊川市をもりあげ隊は、初出場にして６位入賞という素晴らしい評価をいただ

きました。これを機に門前の界隈では、にぎわいが戻ってきた感じがしております。

これに気を緩めることなく、これからも豊川いなり寿司を全国に広め、さらなる全

国ブランド化に向けて頑張ってまいりたいと思います。この事業の推進は、観光協

会に取り組んでいただいております。 
そして、来年、兵庫県姫路市で開催されるＢ‐１グランプリに、すでに出場が決

定しております。また、豊川市でのＢ‐１グランプリの開催を希望する御意見をい

ただいておりますので、開催地として立候補をし、いずれは豊川市でも開催したい

と思っています。豊川市でＢ‐１グランプリを開くことができれば、全国から多く

の方に御来場いただけるものと思います。今年の厚木大会では、２日間で４３万５

千人もの来場があり、会場は大勢の来場者でごった返すようなにぎわいでございま

した。豊川市においても、このような機会を通して元気なまちづくりに取り組んで

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
  今月３０日から、１２月１７日までを会期とした１２月議会が始まります。この

議会は、補正予算が主な議題となり、来年に向けての新市民病院の建設費などの補

正予算を盛り込むものです。 
また、デジタル同報系防災行政無線の屋外拡声子局は、今年度末までに旧豊川市

内１３６か所に設置を進めており、これにより、全市域で市民の皆様に防災情報を

一斉に放送することができます。安心安全なまちを目指して、頑張ってまいります。 
市民の皆様の御意見を聴く中で、市政運営を進めてまいりたいと考えております。

皆様の御意見を御遠慮なくお寄せいただいて、ともにまちづくりに取り組むことが

肝要と思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 
 
Ｑ１ 市の行政と市民との関わりなどについて 

Ｑ１－（１） 合併の効果などについて  

豊川市は、宝飯郡４町と合併し、人口１８万人の都市になりました。市域が拡大

し、市民も増えましたが、旧豊川市と合併後の新豊川市の違いと、この違いの中で

どのように市政を運営していくかということをお伺いします。 
Ａ１－（１）  市長 

  今年２月小坂井町との合併により、人口１８万３千人の県下で７番目の大きな新

豊川市が誕生しました。合併によるスケールメリットは、効率良く市政運営ができ

るということが言えます。 
例えば、それぞれの町においては、町長、副町長、教育長、町議会議員がおみえ

になりましたが、合併によって皆さんが失職されました。特に議員は、合併前は総

勢８８人みえましたが、現在は合併特例による議員を含めて４０人です。そして、
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来年４月の統一地方選挙では、合併特例の適用はありませんので、条例に基づく定

数である３０人となります。こうした面から、費用の削減、効率的な運営を図るこ

とができ、合併による効果が出ていると思います。 
職員数につきましては、合併直後は一時的に増えましたが、少数精鋭化計画など

に基づき、毎年、職員数を減らしております。 
また、合併前の豊川市の財政力指数は、１．００に達しておりませんでした。世

界的な金融危機を発端に、経済情勢が非常に悪化したため、財政力指数が１．００

を少し割ったものの、３町との合併後は、一時的に１．００を超えたことからも合

併の効果が表れていると言えます。 
  合併して、ただ単に財政力が良くなれば良いというわけではございません。旧４

町は、豊川市の周辺にありました。このことから、旧町の皆さんは、周辺地域に住

む私たちは、置いていかれるのではないかという心配をされております。こうした

意識を早くなくして、速やかに一体感を醸成するために、先日も小坂井地区で開催

された市長を囲む懇談会に出席させていただいております。そして、それぞれの地

域のそれぞれの市民の皆様の御意見を聴く中で、市政を進めてまいります。 
合併効果は、確実に出ておりますし、引き続き、経費削減を目指し、市民の皆様

に喜ばれる事業に取り組むことができると思っております。 
Ｑ１－（２） 豊橋市に比べて行政面で遅れていることについて 

  豊川市は、生活しやすいまちだと思いますが、他の市と、特に近隣の豊橋市と比

べると、様々な面で遅れており、特徴のないまちであると感じています。行政、教

育、文化、そして経済においても、少し物足りない感じを持っております。そのこ

とについて、何か御回答でもあれば、よろしくお願いします。 
Ａ１－（２） 市長 

  市では「スポーツの盛んなまちづくり」に取り組んでおります。全国高等学校駅

伝競走大会に市内２校が常連校として、連続出場を続けておりますし、都市対抗野

球では東海理化硬式野球部が３年連続で、東京ドームで行われる全国大会へ出場し

ております。また、浜松・東三河フェニックスは、前回のシーズンで日本一となり

ました。このように、様々なスポーツの分野で、大変頑張っていただいております。 
スポーツ以外では、豊川いなり寿司が、その知名度を上げております。 
豊橋市民の方からは「豊川は元気がありますね。」という声をよくいただいてお

ります。見方が違うと、そのように感じることと思いますが、今回の御指摘を真摯

に受け止め、豊川市の特徴を出すように頑張ってまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 
Ｑ１－（３） 職員の対応と市役所の案内について 

各種問い合わせやお願いをするために市役所へ行くと、職員は素っ気なく、その

場しのぎの回答が多く、親身になって市民のために応対しているのか疑問です。 
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  また、市役所には多くの課があり、どこへ行けばいいのか分からず戸惑うことが

あり、用件を言ってもたらい回しにされることがあります。そこで、課の担当業務

などを、広報紙などで詳しくお知らせすることはできませんか。 
Ａ１－（３）  市長 

市民の皆様が市役所へお越しになられたときに、たらい回しにされてしまうとい

う御指摘をいただきました。縦割り行政の弊害が、組織が大きくなればなるほどこ

のようなことが起きてしまうのかと思いますが、これは直さなければいけません。

常々私は職員には「聞き上手になれ。」と言っております。市民の皆様が何を求め

て来られたのかを、よく理解して親切な対応をすれば、それによって対応する課が

変わっても、大きな御不満は抱かれないと思います。 
今回いただいた御指摘については、改めて十分気を付けてまいります。 

Ａ１－（３）  企画部長 

職員には、お客様目線での応対、そしてお客様がおみえになったら、直ぐに席を

立って応対をするように指示をしております。市民の皆様がどのような御用件で、

またどのようなお気持ちで市役所の窓口にお越しいただいたのかということを、相

手の立場に立ってお聞きするように、今後もさらに努めてまいりたいと思います。 
今年２月の合併後、４月から市役所では組織を変更しました。課を新設したり、

組織の名称を変更したりしました。このため、若干混乱している職員がいるかもし

れませんが、分からなければ問い合わせをするなり、その場の他の者に聞くなりし

て、確実にお客様の行きたい部署、知りたい内容の部署へ御案内をするようにと

常々言っております。しかし、今回の御指摘を重く受け止めて、今後十分に注意し、

改善をしてまいりたいと思います。 
  また、市役所の仕事内容、担当課などにつきましては、毎年「暮らしの便利帳」

を作成し、広報とよかわ６月１５日号に折り込みで全世帯に配布しております。こ

れを、一年間備え付けていただきき、市役所に御用があるときに御欄になっていた

だければ、市役所のことを知っていただくきっかけになると思います。そこで、問

い合わせをしてくだされば、例えそこが担当課でなくても、そこから御案内をさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 
Ｑ１－（４） 社会福祉協議会などの法人の位置づけが分かりにくいことについて 

  社会福祉協議会を始めとして、市行政と関係する法人が複数ありますが、市と法

人との関係や法人の位置づけが分かりにくいので、説明をいただきたいと思います。 
Ａ１－（４） 企画部長 

  社会福祉協議会やシルバー人材センター、国際交流協会、文化協会などは、実際

に行政と密接な関係を持ちながら、活動をしていただいております。 
社会福祉協議会は福祉課と、シルバー人材センターは介護高齢課と、国際交流協

会は国際課と、そして文化協会は文化振興課と連携を取っております。 
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それぞれ社会福祉法人や社団法人、財団法人として活動をしております。こうし

た法人の仕事や活動の内容を年１回程度、法人独自のＰＲ紙を作成し、例えば社会

福祉協議会の社協だよりのように広報折り込みなどで、分かりやすく御理解いただ

けるような内容でお知らせするように、各団体と調整を図っていきたいと思います。 
Ｑ１－（５） 市長マニフェストについて 

  市長の公約として、新市民病院の建設はほとんどの市民が知っていると思います

が、その他の公約はあまり知られていないと思います。市民が分かるような、市の

目玉となる事業があるといいと思います。市長が４年間の任期中、また毎年ごとに、

取り組もうとする公約を公表すれば、市民も市政に対する関心が持てると思います。

この件に関しまして、お話しを願えればと思います。 
Ａ１－（５） 市長 

  市長マニフェストは、昨年も今年も、その評価をさせていただいております。マ

ニフェストの進捗状況等から、単年度ごとに自己評価を行うとともに、市民の皆様

からも評価をいただいております。特に自己評価につきましては、広報紙やホーム

ページで公表をさせていただいております。 
公約に掲げました項目のすべてが満足という評価ではありませんが、少しずつ前

進していると思っております。 
 
Ｑ２ 姫街道のアンダー計画について 

  昭和４７年に姫街道の鉄道高架計画について、町内に説明がありました。その後、

高架は中止となり、アンダー計画となりました。以来、かなりの年数が経っており

ます。新屋地区は、高齢化が進んでおり、一刻も早くアンダーを進めていきたいと

望んでおります。姫街道の交通渋滞がひどいため、踏切の南北に迂回していく車が

多く、新屋地区では非常に大きな問題となっております。県からは、１路線に２工

事を行っている場合は、他は実施しないと伺っておりますが、筋違橋や白川橋の工

事より以前に姫街道のアンダー計画はありました。 
姫街道のアンダー計画について、どのようになっているのかを、県とＪＲ、名鉄

の協議の内容などを含めて教えていただきたいと思います。 
Ａ２  建設部長 

  姫街道のアンダー計画は、昭和４０年に都市計画決定を行い、昭和４７年ごろか

ら昭和６０年代ぐらいまでは鉄道高架計画が浮上しました。平成になり、アンダー

への見直し、そして区画整理事業の着手、又は東西自由通路の整備など、様々な経

緯の中で、姫街道の渋滞や交通安全対策等々が、思うような進捗をみず大変御迷惑

をお掛けし申し訳ないと思っております。 
姫街道は県道ですので、県が事業主体でございます。県に伺ったところ、県が現

在取り組んでおります２か所の工事ですが、八幡地区の筋違橋は４年掛かりの工事
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で今年度完成します。そして、白川橋は、もう１年掛かり平成２３年度末に完了し

ます。また、新市民病院の建設地が八幡地区に決定したことから、姫街道の４車線

化で、用地買収がまだ進んでないところがございます。この部分は収用を視野に入

れ、用地買収をして、平成２４年度末までには４車線化となるように現在取り組ん

でいただいております。この姫街道４車線化の工事である八幡工区の次には間違い

なく、アンダーに取り組んでまいります。 
この事業は、新規事業の採択を国へ要望し、採択を受けなければなりません。事

業費は、おそらく６０～７０億円は掛かると思いますので、県としても国の補助金

を受けながら事業化していくこととなります。県から、この要望を国へ挙げていく

と明確にお聞きをしております。なお、直接県からお聞きしておりませんが、県が

平成２４年から２５年にかけて国へ要望するためのスケジュールは、平成２１年度

に交通量の再調査をし、今年に入って、県の素案をもとにＪＲ側の構造的な部分を

含めた設計協議を進めているようです。今後は、県、ＪＲ、名鉄との間で工法協議

を行った後、軌道下のトンネル部分の設計や迂回路的な仮設道路等の検討、或いは

公安協議、そして道路の予備設計の修正、さらには地元説明会の開催、都市計画の

変更が必要となってくると思います。これらを解決しなければ、国への要望のスケ

ジュールに乗ることができませんので、ここ１、２年には相当県が動いていただけ

ると思っております。 
また、市から県への要望につきましては、県議会議員を通しての要望、東三河建

設事務所への直接要望、県庁へ出向いての要望と様々ございます。これらの県への

要望では、姫街道の整備は筆頭で挙げさせていただいております。県財政は厳しい

状況であるというものの、豊川市にとっての重要な懸案の事業であり、区画整理事

業の進捗とも密接に絡んでおりますので、県へ引き続き強く要望をしてまいりたい

と考えております。 
 
Ｑ３ 市と町内会のコミュニケーション不足について 

  市では、様々な制度を設けていますが、私たちにそれが上手く伝わっていないと

思います。例えば、地域活性化事業費補助金のチラシですが、対象となる事業につ

いて箇条書きされているだけで、具体例が記されていないため、どのようなものが

対象となるのかがよく分かりません。市で、町内会や市民のために制度を考えてい

ただいても、上手く伝わらないと、せっかくの制度がもったいないと思います。 
  先ほど、市職員の対応について御指摘がありましたが、私は、先日市役所へ出向

いたところ、ていねいな対応をしていただきました。私たちは、市の制度などで知

らないことを、市職員から説明を受け初めて内容が分かり、用件を満たすことがで

きます。私たちは、市職員とのコミュニケーションが不足しているから、市では何

をやっているのか分からないと思います。これからは、私たち市民も市職員だけに
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任せるのではなくて、一緒に様々なことに取り組んでいくことが大切になってくる

と思います。市からの協力はどうしても必要となりますが、迅速な対応をするため

に、私たちも参加する必要があると思います。こうしたことを、市で考えていただ

きたいと思います。 
Ａ３ 市民部長 

  地域活性化事業補助金を例に挙げられましたが、生活活性課では、町内会向けに

継続、又は新規の各種補助金制度を毎年、皆様に提示させていただいております。

他からも、その内容が分かりにくい、又はＰＲ不足といった声も聞いております。

これを改善するため、お知らせの内容やＰＲの方法、機会などを再検討させていた

だきます。 
  また、市民と行政の協働ということが言われ始めて随分経ちますが、昨今の地域

主権や地方分権が進展しますと、ますます市民との協働が必要となってきます。市

民との協働については、市長も常々、町内会が協働の最大のパートナーだと言って

おります。この協働を的確にスムーズにしていくためには、行政としても皆様に対

するお願いや期待など、最良の方法を見つけ出すとともに、全国の先進事例を積極

的に情報提供させていただきたいと思います。ノウハウなどを行政として学びつつ、

皆様にも提供をしていきたいと思っています。 
  それと、連区・町内会を所管する生活活性課は、平成１３年度に設置されました。

設置目的は、市民との協働、男女共同参画など様々ございますが、一番大きな目的

は、以前は連区・町内会窓口がはっきりせず、対応が十分でないという御批判があ

り、それを解決する目的で設けられた課ですので、その窓口としての機能をしっか

り果たしていかなければならないと思っております。 
  また、生活活性課に町内会の方がみえたときに、スムーズに、又は的確に対応が

できていないこともあろうかと思います。できるだけ生活活性課で多くのことに対

応できるようにと努めてはおりますが、ときには、他の課に聞かなければお答えで

きないこともあります。こうしたときは、生活活性課の職員が担当課に連絡を取り、

生活活性課の説明で対応できることは対応し、説明できない場合は、担当課へ一緒

に御案内をするなど、今後も的確かつスムーズな対応に努めてまいります。 
  町内会と市の関係をスムーズにするために、町内会の様々な御意見や御要望をお

聴きする機会として、市では、本日の市長を囲む懇談会や連区長会の役員会のほか、

連区長会役員を中心に市政懇談会を年１回開催し、広域的なテーマについて市長、

副市長、関係部長と懇談する機会などを設けております。こうした機会も御活用を

いただければと思っております。 
 
Ｑ４ 新市民病院の建設概要などについて 

Ｑ４－（１） 新市民病院の建設概要について 
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  新市民病院の規模がについて、数字ですとイメージしにくいため、近隣市町の病

院を例に挙げて説明していただきたいと思います。また、現状を上回る新しい設備

などが導入される計画があれば説明をお願いいたします。 
Ａ４－（１） 市民病院建設監 

  建設用地は、八幡駅の南側にありますスズキ㈱豊川工場のうち４１，９００㎡を

予定しており、名鉄に沿って東西方向に約３００ｍ、南北に約１４０ｍの長方形の

土地になっております。近隣には同規模の面積の病院はなく、蒲郡市民病院が新市

民病院よりも２割程広い約５０，０００㎡です。新市民病院は、蒲郡市民病院を少

し狭くした敷地だと想像をしていただければと思います。 
次に、延床面積は４４，７００㎡を予定しており、岡崎市民病院が４８，８００

㎡と新市民病院より１割ほど大きい病院となりますので、岡崎市民病院を１割程度

小さくした感じだと思っていただければと思います。また新市民病院は、９階建て

を予定しております。豊橋市民病院が９階建て、岡崎と蒲郡の市民病院は８階建て

ですので、これらと同等クラスの高さになると思っていただければと思います。 
建物の構造ですが、豊橋市民病院が平成８年、蒲郡市民病院が平成９年、岡崎市

民病院が平成１０年に建設されており、ちょうど阪神大震災の後で、３病院とも耐

震構造になっております。しかし近年は、上階層の揺れを抑える免震構造の病院が

主流になっており、新市民病院につきましても、免震構造で建設していきます。田

原市の渥美病院が東三河では最初に免震構造を採用しており、新市民病院はそれに

次ぐ病院となります。 
そして、病床数は、現在の４５３床に６９床を増床し５２２床を予定しておりま

す。次に病室の広さは、豊橋市民病院の４床部屋３０㎡、約９．１坪に対し、新市

民病院は３５．８㎡、１０．８坪を予定しており、４人部屋については豊橋市民病

院よりも広い病室ができます。そして、現在の病院はベッドとベッドの間をカーテ

ンで仕切っているだけですが、新市民病院ではベッドとベッドの間に家具を設置し

て、少しでもプライバシーが保てるように配慮したいと思っております。 
  続きまして、現状を上回る新しい設備の導入につきましては、医療面で最も重要

とされるＩＣＵ室、この集中治療室を２０床用意していきます。 
そして次に、現在産科医が非常に不足していますが、産科医不足を補うために、

新市民病院ではバースセンター、いわゆる助産所を２室設ける予定をしております。 
それから、新市民病院では２階のフロアで診療から各種検査、会計に至るまで、

基本的にはすべてをワンフロアで終わるという予定をいたしております。 
また、新市民病院の駐車スペースは、平面で４００台、立体で８００台ほどを設

けていきます。そのうち身障者の方や妊婦さん用に、３６台分の駐車スペースを設

け、平面駐車場も屋根付きとし、乗降の際に雨を気にしなくてもいい仕組みにして

いきたいと思っております。そして、立体駐車場の３階と病院棟外来系の２階を渡
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り廊下で結びます。これによって、皆様が来ていただいたときに、立体駐車場に入

れていただければ、雨天時に傘を使わず、そのまま通路を通って外来へ行けること

となります。こうしたところが新市民病院の特徴になると思います。 
新市民病院では駐車場待ちのスペースとして敷地内に３０台程度の車が滞留で

きる道路を設け、かつ、駐車場の発券機を２台用意いたします。こうすることで、

敷地外の道路に駐車待ちの車が溢れることは基本的にないと思っております。 
新市民病院の建設は、市民の皆様に期待されていますが、豊川市民病院は２次救

急を担当しており、東三河地域では、豊川市民病院よりも高度な治療を行う３次救

急病院は豊橋市民病院となっています。１次救急は開業医が担っており、軽度の風

邪などはかかりつけ医に診ていただくこととなります。そして、１次救急では治療

が難しく入院の必要があるときには、豊川市民病院に来ていただき、そこでも手に

負えず、高度な治療が要るという方については豊橋市民病院へ行っていただくとい

う医療の棲み分けを地域の中で分担しております。ただ、豊川市民病院においても

現在、高度医療を行っており、一般的には３次救急ではなく２．５次救急と言われ

ていますが、現状は３次救急に匹敵するような医療をしております。 
  最後に、建設のスケジュールですが、来年３月までには建設業者を決め、来年４

月から工事に着手していきます。平成２４年１２月には病院本体を完成させ、そこ

から開院準備を４か月ほどいただき、平成２５年のゴールデンウィークには患者さ

んの引越しをし、ゴールデンウィーク開けには開院というスケジュールで現在進ん

でおります。 
Ｑ４－（２） 市長が特にアピールしたい点について 

  市長が特にアピールされたいような優れた点があれば、お聞かせいただけますで

しょうか。よろしくお願いします。 
Ａ－（２） 市長 

建設予定地の八幡地区は、鉄道が高架になっており、緊急車両等がスムーズに通

行できます。また、駐車台数は平面駐車場と立体駐車場と合せて約１，２００台を

予定しており、立体駐車場からは連絡通路を利用し、雨に濡れずに病院内に入るこ

とができます。これは市民の皆様にアピールできる点だと思っております。 
そして、愛知県内には１９の公立病院がございますが、平成２０年度決算では豊

川市民病院は、唯一黒字となりました。このように経営面においても豊川市民病院

は非常に頑張っていただいております。 
また、医師の確保は、どの病院においても一番大きな問題となっております。毎

年大学を卒業しますと各病院に配属され、研修を受ける研修医制度を御存知と思い

ますが、以前は大学から指定された病院で研修医として勤務をしておりましたが、

平成１６年の改正により、研修医として勤務する病院を卒業生自ら選択できるよう

になりました。この結果、地方の病院で研修医の確保が大変難しくなっていますが、
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豊川市民病院では、本年度の研修医につきましても、国で定められた定員である８

名を採用することができています。このように医師確保につきましても病院で大変

頑張っていただいており、少しでも医師が働きやすい環境となる市民病院の建設に

取り組んでいます。 
新市民病院では、精神科の病床が１０６床ございます。これだけの病床数は、近

隣の市民病院、公立病院ではどこもありませので、その点も非常に喜ばれていると

思っております。 
そして、今後の課題となりますが、休日夜間急病診療所を市民病院内に設けてい

ただきたいと医師会から御要望をいただきました。しかし、市民病院内での設置は

難しく、市民病院の敷地内に設けることは構いませんと回答をさせていただいてお

ります。医師会と市民病院敷地内に休日夜間急病診療の設置について話し合いがで

きれば、敷地内に開設できることとなると思います。そこでの診療の結果、市民病

院での診療が必要となれば、すぐに市民病院に移送する体制が確立できると思って

おります。 
市民の皆様は、新市民病院に期待を寄せておられます。市民の皆様に喜ばれる良

い病院を建設すべく頑張っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
その他Ｑ１ ごみのポイ捨て防止などの取り組みについて 

  ごみのポイ捨てなどに対し、条例で罰則を科すようになりましたが、豊川駅東は、

依然としてタバコの吸殻などのごみが減っておりません。この条例の運用は、ポイ

捨てを見つけて注意し、それでもなおポイ捨てなどを行うと罰金が科せられると伺

っております。これではまったく守らないと思います。犬の糞、資源の抜き取りな

ども非常に多い状況です。これらに対し、市はどのような対応を考えていますか。 
その他Ａ１ 企画部長 

  今年の３月議会で条例を可決いただき、半年後の１０月１日に施行いたしました。

御指摘のように、ポイ捨てなどがなかなか減らないという御意見を、様々な地区か

らいただいております。市では臨時雇用の方でパトロール隊を組織し、市民の皆様

からの情報により、その地域を専用車両で集中的に巡回をしております。 
また、資源の抜き去りにつきましても、各地区で収集日が異なっているため、そ

のタイミングを見つけることが難しいため、ごみステーションの場所や時間などの

目撃情報をお寄せいただければ、対応をさせていただきたいと思います。 
この条例は、ごみの落ちていない環境や有価物を抜き去らないような環境を保持

する地域社会を形成することを目的にしており、ごみのポイ捨てなどを予防してい

くことを中心に考えております。話題となっておりました路上喫煙の禁止条例のよ

うに、違反者を見つけて、過料を徴することが目的ではありませんので、非常に手

ぬるいという御意見もございますが、条例の目的を達成するため、市を挙げて努力
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してまいりますので、ぜひ御協力をよろしくお願いします。 
 

その他Ｑ２ 豊川駅西駐輪場の対策について 

  豊川駅西駐輪場は、自転車が満車で道路にはみ出そうな状態になっています。駅

東にも駐輪場がありますが、屋根付きでないことと西側の利用者が踏切を越してま

で利用しないなど、利用者が少ない状況です。この解決策についてお伺いをします。 
その他Ａ２ 市民部長 

  豊川駅西駐輪場は以前から満車状態であり、その対策を考えているところです。 
まだ、予算要求の段階であるため、確実に実施するということは申し上げられま

せんが、生活活性課としましては、シルバー人材センターに委託している自転車の

整理等の人員を増やす方向で考えております。 
豊川駅西駐輪場が満車状態である理由は、置きっぱなしの自転車が非常に多くあ

るためです。この自転車を早く処理するために、自転車に札を付けて移動するよう

に促しており、それでもなお放置されたままの自転車につきましては撤去をしてお

ります。自転車の撤去は、条例上可能ですので、自転車整理等を徹底して行うため

の予算要求をしております。 
また、豊川駅東駐輪場は、屋根がないことなどから利用者数は比較的少ない状況

ですが、これは豊川駅東区画整理事業の計画に盛り込まれている事業で、整備まで

に時間を要すると聞いております。 
駐輪場等の自転車対策は、警察等との連携が必要となります。特に豊川駅西駐輪

場では、放置自転車を含め無施錠の自転車が多く見られ、警察も非常に問題視して

おります。警察と市が連携し、何らかの対策を講じるために具体的に協議の場を設

けることとしました。その対策の内容は、今後協議を重ねる中で詰めていく予定と

なっております。現在、このような状況にありますので、よろしくお願いします。 
 

連区長あいさつ 

  本日、質疑を聞いておりまして、市長を囲む懇談会は皆さんが区長を受けられて

町内会のことを概ね知る時期である年度始めに開催した方が効果的であると思い

ました。本日の開催は、少し遅かったのかなということが私の感想でございます。 
  今日は、市長を始め各部長、そして御出席いただきました区長の皆さん、大変あ

りがとうございました。 


