
御津連区の市長を囲む懇談会【概要】 

 
日  時  平成２２年１１月１６日（火）午後７時から午後８時２３分まで 
場  所  御津文化会館（１階）研修室 
参加者  連区長始め４５人 
        市長、副市長、総務部長、経済環境部長、建設部長、支所統括監、教育部長 
        
連区長あいさつ 

  今日は、今年一番の寒さで１２月中旬ころの気温とお聞きする寒い中、大勢の方に

お集まりいただきありがとうございます。また、豊川市長、副市長を始め各部長には、

お忙しい中、お越しくださいまして大変ありがとうございます。 
  豊川市と御津町が合併をして間もなく３年になります。この３年間における合併に

対する評価は、住民それぞれによって違いますが、豊川市と御津町が本当の意味で一

体となるには、もう少し時間が掛かると思います。 
市長、副市長を始め各部長におかれましては、今日の町内会長の意見に耳を傾けて

いただき、住民の想いを御理解くださるようお願いします。そして、意見の一つでも

解決できれば何よりかと思っております。この会が有意義になりますように、皆様の

御協力をいただきたいと思います。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、格別な御理解と御協力をいただき、感謝を申し上

げます。皆様には、お仕事の後のお疲れのところ、またお寒い中に市長を囲む懇談会

に御出席いただきまして誠にありがとうございます。 
  豊川市と合併して、間もなく３年が経過しようとしています。それぞれの想いもあ

ろうかと思いますが、行政としましては、豊川市を良くしようと精一杯取り組んでお

ります。現在、経済情勢が厳しく市財政も大変厳しい状況にありますが、知恵を絞り、

速やかに新市の一体感を促進させるために、皆様の御期待に沿うべく事業を進めてま

いりたいと思っております。 
  御津と小坂井地域は、救急車の到着時間が遅いという御指摘があり、様々な要望を

いただいておりました。このため、この地域に（仮称）消防署南分署を建設しようと、

現在、土地を選定しております。建設用地が決定し次第、救急車を配備した南分署の

建設に向けて取り組んでまいりたいと思います。 
  また、御津南部給食センターは老朽化が激しく、耐震性が懸念されていることから、

改修要望をいただいております。一宮地域の学校給食センターも非常に老朽化してお

り、それを含めて、現在給食センターの建設に向けて検討をしております。 
  地域公共交通については、基本となるバス路線、そして地域のバス路線を現在検討

しております。これも地域の皆様の御要望をいただく中で、より良い循環バスを運行
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したいと思っておりますので、活発な御意見をいただきたいと思います。 
  その他多くの課題がありますが、今日の話題の中で各部長からお答えをさせていた

だきます。 
市では、宝飯郡４町と合併した新豊川市に相応しい新しい市民憲章を制定しようと、

検討を重ねてまいりました。そして、本日の豊川市市民憲章推進協議会の臨時総会に

おいて、新市民憲章の御承認をいただきました。間もなく皆様に内容をお知らせいた

しますが、山と海が入った新市に相応しい市民憲章であると考えています。この新市

民憲章をもとに、豊川市の一体感を進め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。 
 
Ｑ１ 国道２３号蒲郡バイパスについて 

  昨年の政権交代により事業仕分けが行われ、それぞれの公共事業について廃止・凍

結・縮小といった方向性が示されました。当然、国道２３号蒲郡バイパスへの影響も

懸念されるところであります。昨年予定されていた工事説明会も延期となり、今年の

６月になってようやく連絡が入りましたが、その内容は、「現段階では、まだ地元の

皆様に対して説明会を開催するには至っていません。」というものでした。長い間、

情報がない状況ですので、現状や今後どのように進んでいくのかをお聞かせいただけ

ればと思います。 

Ａ１ 建設部長（道路建設課） 

国道２３号蒲郡バイパスにつきましては、地元の皆様には大変ご心配をお掛けして

おり、申し訳なく思っております。 

昨年３月に予備設計の説明会を実施しましたが、それ以降、国の計画に対しての地

元要望を取りまとめていただき、市としても、住民の声を豊川市の声として、昨年６

月４日に国及び県に要望書を提出しております。それ以後、昨年１２月２０日、国会

議員へ説明や要望を行い、今年１月１５日、国会議員と国、県、市との会議を開くな

ど、国との断続的な協議を進めています。しかし現在、満足できる回答はなく、説明

会の開催を３回ほど御案内し、それぞれ延期させていただいております。 

現在、地元にも説明していますが、工法により事業費に大きな開きがあるため、国

では盛土、橋梁以外の方法を含めて、様々な工法（アーチカルバート等）について検

討をしていると返事をいただいております。できる限り早く内容を取りまとめ、目標

としては今年度中に説明会を開きたいと伺っておりますので、しばらくお待ちいただ

きたいと思います。 

また、政権交代による影響についての御心配でございますが、名豊バイパスは、こ

の区間を残すのみとなっており、バイパスは全線が開通して初めてその効果が表れま

すので、国も何とか進めたいという認識でおられます。 

現在、整備中の豊橋バイパスは、平成２３年度末には完成します。また、蒲郡市側

の整備も計画どおりに進んでいると聞いており、豊川為当インターが開通しますと、
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１号線と２３号線への車の流入の増加が予想され、車両の渋滞も懸念されます。市で

は、こうしたことも含めて国に要望しております。国からは、この区間を凍結してし

まうという考えはないとはっきり聞いておりますので、御心配はないと思っておりま

す。 

 

Ｑ２ 都市計画道路国府赤根線の早期開通について 

現在、都市計画道路国府赤根線は、広石豊沢地区において県道金野豊川線との交差

点から御津高等学校前までが一部使用されております。御津高等学校前の市道との接

続部分は、見通しが悪く危険な状態になっております。この道路は御津高校及びふる

さと公園の進入路として、重要な役割がある道路と考えておりますので、御津高校、

国道１号線間の一刻も早い開通をお願いしたいと思っております。高校生の交通マナ

ーと合わせて、現在の進捗状況と今後の工事予定についてお伺いしたいと思います。 

Ａ２ 建設部長（道路建設課） 

国府赤根線の御津町側の赤根地区を除く完成区間は、御津高校前から県道豊川金野

線までで、高校の北側からトンネルを通って国府町側、そして県道豊川金野線から配

水池付近までの用地買収が難航しており、進んでおりません。名豊道路やふるさと公

園と並行して、県に何とか早く実施していただけるよう要望をしております。 

また、国府町側については、県道長沢国府線から音羽川までの区間を今年度予算で

完成する予定をしております。このため、現在残る音羽川からトンネルまでの用地交

渉とトンネルを抜けて御津高校までの用地の確保に全力を挙げているとのことです

が、期限については見通しが立っておりません。 

御津高校を出てすぐに、カーブが少しきつく見通しが悪い箇所があります。ここは、

草などの道路上に視矩に係るような問題もあるようですので、民地か道路敷地なのか

を調査し、見通しが少しでも良くなるよう、交通安全対策としてできることについて

は対応をしたいと思っております。それから高校には、危険のない通学をするように

申し入れ、注意喚起をしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

Ｑ３ 鳥獣被害対策について 

 金野地区、今では豊沢地区までイノシシによる被害が拡大しています。被害の状況

は、未成熟の稲穂や芋類・筍を食べたり、今では、みかんの樹の枝を折ったり、根を

起こしたりして非常に被害が大きくなっております。他にも斜面の掘り起こしや石垣

の破壊など被害が多発しています。農家にとって丹精こめて育てた農作物に被害及ぶ

のは、言いようがないものがあります。 

 現在適用されている鳥獣被害防止特別措置法は、時限立法であるため、その適用期

間は残り少ないと聞いています。 

そこで、今後の対策として、市単独の補助制度を作り捕獲の強化を進めるだけでな

く、北設楽郡の旧富山村のような構造特区の申請ができないでしょうか。この特区の
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許可申請が認められれば免許を持っていない者も有害鳥獣の駆除が可能になります。 

 次に「罠免許」取得のための補助制度や防止柵を設置するための助成制度を設ける

ことができないでしょうか。逼迫する市の財政を考えれば心苦しくは思いますが、農

業者のために様々な有害鳥獣被害防止対策を講じていただくようお願いします。 

Ａ３ 経済環境部長（農務課） 

合併後、特に最近は市内の様々な地区から鳥獣被害報告をいただいており、今年の

報告件数は、昨年度と比べ３倍以上と、社会的な問題となっています。市街地の諏訪

や牛久保にもサルが出没するなど、住民の方から多数の情報をいただいております。 
また、シカ・イノシシといった大型鳥獣以外にも、最近ハクビシン・アライグマな

どの小型鳥獣による農作物被害が増加し、一刻も早い対応が求められております。対

応策としましては、２年前に設立した「豊川市鳥獣被害防止対策協議会」を中心に、

地元の皆様と協力して防護フェンスの設置や捕獲檻の設置、また追払いグッズの貸出

などの対策を行ってまいりました。今年度は、既に御津町金野地区において防護ネッ

ト約２㎞を地元町内会の皆様が中心となって設置していただいております。また、捕

獲檻の設置も積極的に行っていただき、一定の成果を挙げていただいております。こ

の防護ネット設置作業をきっかけに今年９月に地元では駆除組合を設立され、有害鳥

獣対策を積極的に進めるなど、地元の皆様がまとまっている地区となっています。こ

の問題は、市役所だけ、農家の個人だけでは解決できませんので、地域ぐるみの対策

が最も効果的であると判断しております。 
また、捕獲体制を強化するためには、罠免許の取得が重要となります。できる限り

多くの方に免許を取得していただき、捕獲体制の強化を図るために、免許取得に係る

講習会への補助を検討したいと考えております。今後、行政としても頑張っている団

体、組織活動に対し積極的な支援を行っていきたいと思います。 
市では、現在、農家の個人を対象に電気柵及び捕獲檻の設置に対する補助制度を実

施しております。しかし、集落単位での防護柵等に対する補助は今のところございま

せん。予算の確保に努めていますが、来年度からは、組織に対する支援を強化し、組

織の活動として地域の防護柵などの支援について検討したいと考えております。 
そして、豊根村が愛知県内で唯一構造改革特区の認可を受けていますが、この罠は

大変危険なものであるとともに、捕まえた後の始末が難しく非常に危険であり、その

処理に死亡事故や重傷事故が事例として多く挙げられております。旧富山村が認めら

れた理由は、比較的小さな行政単位であり、住民間の申し合わせが容易であったため、

実現されたものと理解しています。市としては、なるべく多くの方に罠免許を取得し

ていただき、取得に対する補助制度の拡充を図っていきたいと考えております。 
最後になりますが、本市としては、さらに有害鳥獣対策の強化を図るために、予算

要望をしております。くくりわなの使用を可能になるように現在猟友会と調整をして

おりますし、臨時職員を雇用しサルなどの有害鳥獣の追払い隊を設置する、或いは有

害鳥獣の捕獲した場合に報償金を交付する制度などを考えており、予算額としては、
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予算要望時点の額ですが、約２倍の予算を要求しているところです。 
来年１月には、御津地区で有害鳥獣の研修会を開催したいと思っております。 
いずれにしましても、非常に多くの被害が市へ報告されておりますので、農務課の

最重要課題の一つとして、来年も真剣に予算獲得と対応策をしっかり行っていきたい

と思いますので、今後とも、御協力をお願いしたいと思います。 
 
Ｑ４ 御津町豊沢区内通学路について 

  現在、西豊沢町内会の児童は、「市道拂田引釣線」からマルヤス工業㈱の前を通り、

県道金野豊川線に出て御津北部小学校へ通学しております。この地区には大きな企業

が４社ほど点在しており、朝夕の通勤時刻には、大型車両や通勤の乗用車が往来する

危険な道路となっております。その上、この「市道拂田引釣線」は、道路も狭く、歩

道や分離帯も備わっていない危険と隣り合わせの道路となっております。都市計画道

路国府赤根線が開通すればある程度緩和と思いますが、今後、「市道拂田引釣線」の

拡幅や歩道の設置が見込まれるかどうかをお聞かせください。 

Ａ４ 建設部長（道路建設課） 

県道から斎場会館へ続く市道拂田引釣（はらいでんひきつり）線については、現在工場

への大型車両や通勤車両の出入りは、御津神社前を通り北へ向かうルートしかなく、

特に児童、生徒の通学と重なる時間帯においては、危険な状況であるということは

承知しております。 

 現在、愛知県では都市計画道路国府赤根線の整備に取り組んでおり、この道路が

整備されることにより、市道拂田引釣線との交差点、マルヤス工業㈱西側の角から

南側市道部分（一部県道部分あり）については、県道金野豊川線からの利用が可能

となり、随分と車両も減り、朝夕の通学時間帯の混雑は解消されると思っておりま

すが、都市計画道路が整備されるまでには時間が掛かることが予測されます。 また、

歩道の設置は難しい状況ですので、市道に敷設されている幅広の側溝を活用し、外

側線やカラー線を引くなど、危険箇所の調査に合わせて交通安全対策に取り組んで

いきたいと思っています。 

 

Ｑ５ 梨野ガードの拡張整備について 

梨野ガードの拡張整備については、地元住民が旧御津町に何度も要望をしておりま

した。ところが、この拡張整備は、旧国鉄やＪＲ東海との関係もあり思うように取り

上げてもらえませんでした。そのため、整備希望を出しては立ち消えるということを

繰り返しておりました。この懇談会を良い機会と思い、改めて梨野ガードの実情をお

話し、市長に御理解を賜りたいと話題に出させていただきます。 

この梨野ガードは、ＪＲ東海道本線の南側の御馬、新田、下佐脇、西方住民が生活

道路として利用しています。この地域の住民以外にも、広石、金野、豊沢地区住民が

小坂井や豊橋への通勤のために利用しております。さらに、御津南部小学校に通学す
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る狐塚、梨野、中道、玉袋地区の児童の通学路になっているだけでなく、新田、下佐

脇、御馬地区の御津中学生の通学路ともなっております。このように通過する車両や

住民の利用者が多い割に、ガード下の道幅は、普通車１台が通過できる広さしかあり

ません。車両は、対向車をやり過ごしてから通過するといった通過形態のためラッシ

ュ時には交通渋滞が起こっております。道幅が狭いため車道・歩道の区別がありませ

ん。歩行者や自転車は、車の通過の合間を縫って急いで通り過ぎるという状況であり

ます。道路は、曲手に曲がるつくりの上に、傾斜しているため見通しも悪く、交通事

故も多分に懸念されております。通学時の交通安全確保のため、円滑な通行のため、

ガードの拡張工事を前向き検討いただきますようお願いいたします。 

Ａ５ 建設部長（道路建設課） 

梨野ガードは、御津駅を南北につなぐ重要なルートだと思っています。幅員が３．

３mと非常に狭く、車両と歩行者のすれ違いさえ、気を付けないとできない状況であ

り、そこを利用される方は、非常に不便をきたしていることは認識しております。 

しかし、この梨野ガードの前後の取付道路は、幅員は狭く、道路線形が悪く、また

ガードの高さも２．７m(４m)と規定の高さを確保できておりません。拡張工事を実施

するためには、取付道路の路面の高さを相当下げなければならないため、家屋の乗入

れの段差が発生します。さらにＪＲ東海との工事の協議をするためには、近くの踏切

を１か所廃止しなければなりません。そして、何よりも事業費が相当掛かるという問

題がございます。このようなことを総合的に判断いたしますと、現段階においては、

拡張は難しいと考えております。 

しかし、御津駅を南北につなぐ問題は、御津地区にとっては大きな問題ですので、

根本的な問題として捉え、今後、内部で検討をしたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 

Ｑ６ 御津川河川改修と市道の拡幅工事について 

市道西方御津紡線は、道幅が狭い割に交通量の多い道です。国道２３号線の混雑を

避ける蒲郡からの通勤者の迂回路として、金野・豊沢・広石・国府等の通勤者や住民

の車が行き交い、さらに、付近の工場に向かう大型トラックの通る道路です。また、

この道は、御津中学生の通学路でもあり、住民にとってなくてはならない生活道路に

もなっています。 

去る３月１８日（木）御津生涯学習会館におきまして、中学校から船津橋にかけて

の御津川の河川改修工事説明会が行われました。この説明によると『御津中学校上流

部の市道と接する御津川の流れを数メートル御津川右岸側、山手の側にずらし、この

数メートルに歩道を兼ねた管理道路を設けるとのことでした。』ここに管理道路を兼

ねた歩道が設置されることは、歩行者や自転車にとってありがたいことですが、同時

に車道の拡幅がされなければ根本的な解決にはなりません。御津川の河川改修を好機

として捉え、御津川右岸へもう少しずらし車道を拡幅することはできないでしょうか。 
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続きまして、御津中学校北側、御津川左岸沿いの道路は、工事のためこの３年間閉

鎖されたままになっています。この左岸道路は、御津中学校の自転車通学者が北門か

ら入るために使用しております。工事が終わっている部分の閉鎖を解くと同時に、工

事が行われていない現在、通学路として使用することはできないでしょうか。 

Ａ６ 建設部長（道路維持課、道路建設課） 

 市道西方御津紡線については、生活道路として交通量が多く、通学路であることか

ら交通安全対策として歩道が必要であると認識しています。 
歩道設置については、河川改修工事に合わせて学校から宮前橋に向かって歩道を設

置したいと考えております。 
また、二級河川御津川については、平成２１年１月に県において御津川水系河川整

備計画が策定され、昭和４９年の浸水被害などを踏まえて、河道拡幅等、流下能力の

向上に向けた整備が実施されています。現在、御津中学校北側で河川改修工事が進め

られているところです。 
１点目の車道拡幅につきましは、御津中学校北側から宮前橋までの区間は、緩やか

なＳ字カーブになっており、車道拡幅をするためには下流域から河川の法線を見直し

する必要があります。現在、ちょうど旧町営住宅の辺りを少しずらしております。宮

前橋の箇所には、市で歩道を設置したいと思っていますが、歩道分を拡幅する用地が

なく歩道幅を確保できません。そこで、部分的な張り出し歩道で対応しようと進めて

おり、これ以上河川をずらすことは基本的にできないとお聞きをしております。 
大型車両対策としては、長期的な問題となります。下佐脇豊沢線が郵便局の西側辺

りまで整備ができればと思いますが、交渉はしていますが、実態としてあまり進んで

はおりません。しかし、整備を急いでいただいて、郵便局辺りまで整備できれば、解

決の一助になると思っております。大型車両対策としては、国府赤根線だけでなく、

下佐脇豊沢線も含めて要望をしてまいりたいと思っております。 
今年の御津川の工事は、左岸側が護岸工事８０ｍ、右岸側が護岸工事３１ｍを予定

しているようです。非常に県の財政が厳しいため難しいと思っていましたが、着々と

進めていただいている状況にございます。 
Ａ６ 教育部長（庶務課） 

現場は、道路から１０ｍほど防護柵が設置されていますが、そこから北門に向かっ

ては、現在はトラ柵が置いてあるだけで、防護柵がありません。 
この河川改修により、道路と川底との高低差が約４～５ｍあると思います。このた

め、北門から自転車で出て川に転落すると非常に危険な状態、場合によっては死亡事

故となるおそれがあり、安全が確保できないことから、北門を閉鎖している状況です。 
このため、現在は体育館南側の徒歩で通学する生徒と同じ校門を自転車通学の生徒

も利用をしております。しかし、この校門で生徒が登下校で集中するだけでなく、校

門前の市道がカーブしており、見通しが悪い上に車の通行量が多く、教育委員会とし

ても交通安全上好ましくないと認識しています。 
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河川改修には、時間が掛かりますので、防護柵を北門まで設置し、何とか北門を利

用することができないかと東三河建設事務所と現在調整をしています。まだ時間を要

すると思いますが、教育委員会として、この危険な状態を何とか解消をしたいと思っ

ておりますので御理解をよろしくお願いいたします。 
 

Ｑ７ ＪＲ愛知御津駅の周辺の活性化について 

最近、蒲郡市では、ヤマダ電機、カインズといった大型ショッピングモールが建設

され、活発な商業活動が展開されつつあります。また、ＪＲ岡崎駅周辺は、市の副都

心として旧市街地以上に発展しつつあります。今後ますます発展していくだろう蒲郡

市やＪＲ岡崎駅、さらには安城市、刈谷市といった工業都市へのアクセス駅として魅

力あるＪＲ愛知御津駅にしていくことが、これからの豊川市にとって大切なことでは

ないかと思っております。 

ＪＲ愛知御津駅は、１日２，６００人ほどの乗降客があると思いますが、約３，０

００人以上で快速電車の停車を意見できると聞いておりますので、この乗降客を増や

していく工夫をすることが、快速電車の停車にもつながっていくものと思います。乗

降客の増加を図るためには、御津の臨海埋立地への工業誘致ではないでしょうか。通

勤者の増加が乗降客の増加につながっていくと思います。 

次に、御津駅周辺（東三河環状線沿線等）には、多くの農地が残されています。法

律的には、この農地を活用して宅地開発を進めることは難しいと思いますが、これを

様々な形で住宅を増やすことが、愛知御津駅の乗降客の増加につながると思います。

また、宅地化は、周囲の商店街の活性化にも貢献すると思われます。ひいては、豊川

市の税収の増加にもなると思います。愛知御津駅周辺の魅力を増やすために、愛知御

津駅周辺の整備、ロータリーの拡張や橋上駅、連絡橋の新設など、豊川市の南の玄関

口としての愛知御津駅のビジョンをお聞かせください。 

Ａ７ 建設部長（道路建設課、都市計画課） 

ＪＲ愛知御津駅周辺のアクセス改善については、昨年開催した懇談会においても、

同様の御質問がありました。市としても、周辺道路の状況や歩行者の安全性に憂慮さ

れていることについては十分承知をしています。 
こうした中、現状のＪＲ愛知御津駅周辺は、昨年と何も変化がないように見えます

が、市としては、駅の南北に続く駅前広場へのアクセス道路、都市計画道路御津為当

線、松本入浜線の２路線の整備を進めるために、関係する地権者の方と引き続き交渉

をしています。今年６月には、御津為当線側で一部の地権者の方と用地買収の契約を

しました。この家屋が来春には移転するものと思っております。まだ公表はできませ

んが、それ以外でも現在真剣に取り組んでおります。 
そして、まちなか整備を一層進めるため、駅へ通じる道路の整備に合わせて、駅の

利便性向上のため連絡橋の必要性についても十分認識しております。しかし、２つの

都市計画道路の整備を優先して行っており、道路の目途が立ったときに、事業の進捗
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を勘案しながら、連絡橋などの駅の南北間の人の往来をスムーズにするための事業の

検討を始めたいと考えております。 
また、御津駅周辺とされる市街化調整区域、東三河環状線の沿道の宅地開発ですが、

現在優良な農地が広がる地域であり、農地法や都市計画法の規制が非常に厳しく、当

面は農地として保全を続けていく地域として捉えております。ただ、臨海部への企業

誘致により、将来的には住宅地の需要が増加することも考えられるため、愛知御津駅

周辺地区である東三河環状線沿道の市街化調整区域は、新市基本計画で、暮らしのゾ

ーンに位置づけており、将来において市街地として整備を検討していく地域の一つと

して捉えております。都市計画マスタープランでは基盤整備がある程度進んでいる地

区でない限り、位置づけを変更することはできませんので、新市基本計画の中で将来

の期待を位置づけている状況になっております。 
 

Ｑ８ 合併後の町内会（区運営）の疲弊について 

合併後、町内会の役割が非常に煩雑になり、その都度、その役割を果たすために、

支所に問い合わせをしますが、上手く伝わらないのか、本庁へ聞かなければならない

などといった回答が多い状況です。もう少し行政と町内会に、風通しの良いコミュニ

ケーションを取ることができれば、町内会は、行政の意向を理解することができ、地

域の状況を行政に上手く説明することができると思います。 
その原因の一つとして、支所において連区運営に関する窓口が統一されていないこ

とが挙げられると思います。かつては、地元に住む職員が多かったため、町内会と行

政とのコミュニケーションが図られ、阿吽の呼吸のような感覚で地域の問題が行政な

どに反映されておりました。ところが現在では、豊川市のやり方の説明を受けるばか

りで、町内会の意見を聴いていただけない状況のように思います。こうしたことが、

負のスパイレルを発生させるおそれがあり、合併した意味がないという考えにつなが

ってしまうと思います。そこで、もう一度、行政と町内会のあり方を考えていただく

とともに、連区、町内会の運営などに関わりを持っていただき、コミュニケーション

を取る中で、積極的に情報を提供するなど、もう少し親身になって対応していただき

たいと思います。 
具体的には、連区全体のコミュニティー事業を実施する場合にも、連区に丸投げと

いうスタンスではなく、企画、運営の指導、助言などをしていただきたいと思います。

市には、教育委員会や生活活性課、市民課といった、それぞれの事務を所管する部署

がありますが、こういったものを含め支所のシステムを考えていただきたいと思いま

すが、支所の役割についての市の考えについてお伺いします。 
最後に、現状の支所は２階以上が空室となっておりますが、利用したいという声を

聞きますので、意見交換する場を設けるなどして、できる限り使用できるような取り

組みをしていただきたいと思います。 
Ａ８ 支所統括監（御津支所） 
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庁舎の利活用以外の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 
日頃は、住み良い地域の維持と住民相互の扶助のため、町内会活動、連区の活動を

自主的・主体的に行っていただいていることについて、心より感謝を申し上げます。 
 誰もが住みよいまちづくりは、行政だけでできるものではありません。そこに住ん

でみえる市民の皆様や、地域の皆様で構成されている連区や町内会などと、地域コミ

ュニティーの御理解・御協力があって、その上で一緒になってまちづくりを進めてい

くことが大切であり、必要であると考えております。市行政としては、そうした自主

組織の活性化と円滑な連携体制の確保や維持は大変重要であると考えております。 
町内会を始めとした市民活動団体の支援などの業務は、市民部生活活性課が担当し

ておりますが、基本的に町内会・連区は自主的に活動をしている組織であり、合併を

機に連区という今までなかった新しい考え方、制度が導入されたため、町内会役員の

方や関係者の皆様に今まで以上の時間的、精神的な御負担をお願いしたことも疲弊さ

れた原因の一つではないかと思っております。 
御津連区の企画運営については、合併後約３年が経過し、連区の制度も定着してき

たと思っています。それは、先日の「みとふれあいまつり」の様子などを拝見させて

いただきましたが、コミュニケーションのよくとれた一体性の強い地域であることを、

肌で感じました。 
すでに「みとふれあいまつり」を自主運営できる御津連区ですが、連区の企画運営

について、課題や問題点、分からない点などがありましたら、地域の課題は支所の課

題でもありますので、お気軽に御津支所に御相談いただければと思います。 
また、親身になってないと感じられたとすれば、市職員として反省をいたしまして、

地域の皆様と一緒になって課題が解決できるように積極的に対応してまいりたいと

考えております。今後はそんなことがないようにしてまいりたいと考えております。

御理解のほど、よろしくお願いをいたします。 
また、町内会運営に関する窓口が一本化していないという御指摘もございましたが、

ぜひ相談窓口は御津支所でお願いしたいと思います。町内会・連区の相談の窓口は、

基本的には生活活性課となりますが、相談の内容によっては、結果として本庁に取り

次いだり、橋渡しをすることとなるかもしれませんが、しっかりと住民の皆様とコミ

ュニケーションを取って、地域の課題として我々も対応してまいりたいと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 
Ａ８ 総務部長（管財契約課） 

支所の利活用については、御津地域振興協議会からも同様の御要望をいただいてお

り、現在、２階は国勢調査事務用として使用しているものの、３階のフロアーは活用

されていない状況にあります。一時は、企業誘致の支援策として、今後進出が見込ま

れる企業の準備室等の利活用も考えていましたが、活用された実績がありません。 
 合併から２年１０か月ほど経過していますが、この間有効な利活用のために他団体

に働き掛けなどをしてまいりました。短期的な利用の申込みはありましたが、ご覧の
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とおり実現しておりません。 
今後、支所の利活用の方針としましては、まず第１番目に市の組織を最優先にして、

国・県などの行政組織の事務所として活用するもの、２つ目は、公共的団体等の事務

所として利活用するもの（社会福祉協議会、国際交流協会、土地改良区等）、３番目

は、地域交流の場として活用するもの（子育て広場等）、そして４番目として、公益

性の高い民間企業や事業所として活用するもの（商工会、農協等）などを視点として

考えております。そのような用途として活用できない場合には、他の市で見受けられ

る純粋の民間企業に貸し付けるような事例も参考にしたいと思います。 
庁舎が活用されないと、寂しいという声も聞いております。御津地区はコミュニケ

ーションが活性化した地域でありますし、地元の方が利用したいという声がございま

したら、支所を通じてでも結構ですので、検討をさせていただきたいと思いますので、

ぜひともよろしくお願いをいたします。ただ、庁舎は事務所として建設されたもので

すので、例えば集会所などに用途を変更するとなると、一定の設備の改修や整備をし

なければなりませんので、十分お話をお伺いしながら、考えてまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 
 
代表連区長あいさつ 

国府赤根線について、昨年末ころに一部開通ができる部分があるのではないかとい

うことで要望を出した覚えがあります。それは、ちょうど御津高校から県道までの完

成区間から、つないで最後の方まで行く道路をもう少し延ばしてもらえないかという

ものでした。河川改修などの問題があることは承知をしておりますが、これを延長す

ることは、理論的には問題はないと思います。この区間が開通すれば、豊沢地区の児

童の通学も改善されるものと思います。そして、広石地区の様々な問題が解決される

と思いますので、お考えいただければと思います。 
本日、町内会長から出された意見の大半は道路に関することです。これは、旧御津

町の住民は、道路の整備が不十分だと考えていることの表れだと思います。 
先ほど市長から、新しい消防署の建設予定地が柳橋付近に決定したというお話があ

りました。これによって御津地域の大部分は、救急車の到着時刻が大幅に短縮され、

大変期待をしております。しかし、現在の平均時刻は約７．２分で、市内の平均時間

を遥かに超えており、１０分を超える地域もあります。こういう問題を解決する方法

は、道路の改修であると思います。道路の改修によって、御津地域の活性化につなが

り、安心して暮らせるまちづくりを考えていけるものだと思います。こうしたことか

ら、町内会長の大部分の意見は、道路の改修であった思いますので、市長を始め各部

長で御検討をいただければありがたいと思います。もちろん、市には多くの要望があ

るでしょうし、市民病院建設を始めとする様々な事業に取り組まなければなりません

ので、御津地域だけに投資できないことは十分承知をしております。しかし、周辺地

域にも目を向けていただきたいと思います。いろいろと勝手なことを申し上げました
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が、本当に今日は市長を始め皆さんありがとうございました。 
副市長 

  県の事業である国府赤根線は、既に一部供用開始をされておりますので、間違いな

く実施されます。斎場会館前の道路までは、地域振興協議会の方が市長室へお尋ねに

なったときに同様の要望がありましたので、こうしたところは、優先的に取り組んで

いただくように、県にお願いをしてまいります。国の事業である名豊道路、２３号バ

イパスは、高架と盛土などといった工法の採択などがありますので、地元の意向を十

分に国に伝えてまいります。ただ、国も非常に予算が厳しいため、２、３年で供用開

始できるところへ先行投資をしております。 
救急車の到着時間は、小坂井が１０分、御津が１１分に対し、市内は７分台です。

もともと一宮は８～９分でしたが、救急車を配備することによって、現在は旧豊川市

内と同じ６分台です。市民意識調査の結果等でも周辺地域は、良い結果が出ておりま

せんので、市長は、周辺地域にある程度配慮をする施策を私に指示しております。昨

年度末に御津中学校の校舎改築工事の完工式に出席したときに、帰りがけの公用車の

中で市長が「校舎のように目に見えるようなものをある程度行わないと、住民の方の

満足度が上がらないのか。」と言われておりました。こうしたことが、市長の給食セ

ンターの建設に取り組んでいきたいといった発言につながっていると思います。 
市域全体の均一的な発展のために、行政としては、周辺部の一体化への配慮をしな

ければならないという認識は持っております。今後様々な事業で、チェックしていた

だいて、言うべきことは言っていただいて、行政としては、それに応えるように努力

していくスタンスでおりますので、御理解をお願いしたいと思います。 
 


