
諏訪連区の市長を囲む懇談会【概要】 

 

日  時  平成２２年１１月２４日（水）午後７時から午後８時３０分まで 
場  所  諏訪地区市民館 
参加者  連区長始め３０名 
        市長、副市長、企画部長、経済環境部長、建設部長 
 
連区長あいさつ 

  皆さん、こんばんは。連区から市にお願いしたところ、今日の市長を囲む懇談会

を開催することができましたことを感謝申し上げます。 
  また、町内からも皆様、御出席をいただきましてありがとうございます。 
  市長とお話しする機会は、なかなかございませんので、色々と率直な御意見をお

聞かせ願いたいと思います。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本当に感謝

申し上げます。昼間のお仕事でお疲れのところ、お集まりいただきましてありがと

うございます。 
  今年２月に小坂井町と合併し、人口１８万人の新豊川市が誕生しました。今後は

速やかな新市の一体化を図ってまいりたいと思っております。 
  皆様に御心配をお掛けしています豊川市開発ビル㈱については、後ほどの話題の

中でお答えをさせていただきますので、その他についてお話しさせていただきます。 
  全国高等学校駅伝競走大会愛知県予選において、豊川工業高校陸上部男子が１３

連覇、豊川高校駅伝部女子が４連覇し、全国大会へ出場します。駅伝のまちとして、

豊川市を盛り上げていただく本当に嬉しいニュースでございます。豊川高校駅伝部

女子は、全国大会３連覇がかかっております。今年は１２月２６日に大会が開かれ

ますので、私も京都へ応援に行きたいと思っております。 
  新市民病院の建設は順調に進んでおり、今年中には設計が終わる予定です。来年

１月から３月にかけて業者を選定し、４月以降に工事に着手する計画をしています。

平成２５年５月の連休明けの開院に向けて、市民の皆様に喜ばれる素晴らしい病院

にするべく、全庁一丸となって取り組んでおりますので、御期待をいただきたいと

思います。 
  これも嬉しいニュースですが、９月に厚木市で開かれた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」が初参戦し、４３団

体中６位入賞という素晴らしい成績を挙げていただきました。来年は舞台を姫路市

に移して開催されますが、大会への出場が決定していますので、いい成績を収めて

いただきたいと期待をしているところでございます。 
１２月議会が、１１月３０日から始まります。人事院勧告による公務員給料の引
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下げを１２月の期末手当、勤勉手当に反映させるためには、１１月中に条例を改正

しなければなりませんので、１１月３０日を開会としております。会期は、１２月

１７日までを予定しています。 
生活保護費が急激に増えており、補正で対応しなければなりません。現在、経済

情勢が非常に悪いため、雇用状況が大変厳しくなっています。本当に対策に苦慮し

ていますが、経済対策は、政府の力が大きいため、景気回復に向けて真剣に取り組

んでいただきたいと願っております。 
様々な機会を通して皆様の声をお聴きし、市政に反映し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 市の中心市街地としての諏訪地区の振興策について 

Ｑ１－（１） 豊川市開発ビル㈱について 

Ｑ１－（１）－ア  経営悪化の原因について 

  豊川市開発ビル㈱が破綻状態になった原因について、お聞きします。 
  賃料の大部分を支払っていたアピタが撤退したため、経営悪化は当然だと思いま

すが、アピタの撤退は予想されていたと聞いております。収入減に対応するために

コストの削減を図るなど、経営が甘かったと思います。その一例として、アピタの

撤退が分かっていたのにもかかわらず、敷金や保証金を返還できなかった。無利子

で敷金、保証金の返還を繰り延べることで、開発ビルが利益を生み出すきっかけと

なり、名を捨てて実を取っていると説明できると思いますが、開発ビルが破綻状態

となった原因を端的に言うとどういうことでしょうか。 
Ａ１－（１）－ア  副市長 

  豊川市開発ビル㈱が厳しい経営状況となった理由は、平成１３年のプリオⅡの増

設が転機になったと考えております。プリオⅡは、国の補助金等を充て、相当の経

費を掛け建設しましたが、それに伴うだけの家賃収入がなく、加えてバブル崩壊後、

アピタを始めとする店舗の売り上げが年々減少し、撤退する店舗があり、その後入

店する店舗の家賃を当初よりも低く設定するなどの問題がありました。 
ユニーから当初、預かり保証金と敷金をいただいておりました。近年の開発ビル

は、利益と支出を伴わない経費である減価償却費を合せて、年間約１億円の現金し

か生み出せませんでした。このため、毎年２億５千万円の預かり保証金を返還する

際に、信用金庫から１億５千万円の長期借入れをしており、毎年負債が増加し、経

営が非常に厳しくなってまいりました。なおかつ、アパートの敷金と同様、当初契

約で退店時に敷金９億円を返還することとなっていましたが、預かり保証金を返還

する段階で現金が残らない状況であったため、アピタの撤退時に９億円を支払うこ

とができませんでした。市としては、ユニーへ繰り延べの交渉などを行い、この結

果、９億円の内２億円を今年１０月にお支払いをして、残額の７億円は７年で分割

し、年間１億円ずつお支払いすることとなりました。ユニーの賃料は、通路やバッ

クヤードも含めて坪約６千円、通路などを除くと坪１万円近くありましたが、新規
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の店舗は、坪３千円から４千円程度となっており非常に厳しい状況です。 
豊川市開発ビル㈱は、前期（昨年）までずっと黒字でしたが、現実は現金がなく、

長期借入金が増加していく状況でした。ユニーとの当初契約で、アピタの退店は予

想できていましたので、新しく入店していただく業者を選定するために、日本一と

言われるリーシング会社等にも依頼しました。しかし、現在の厳しい経済環境など

から、相手側が提示する家賃が少ない、又は昨今は郊外型の店舗が多く、高層型は

効率的ではないという理由で、なかなか入店していただける店舗がありませんでし

た。そこで、市では今年度から平成２４年度までの３年間で、ビルの床を取得する

など１０億円強の支援をしてまいります。現在、開発ビル㈱の大口債権者は、信用

金庫と７億円の敷金返還が残るユニーで、そこに何とか市で支援することによりユ

ニーの返済を終了させ、後は信用金庫と市で開発ビルを中心市街地の活性化、豊川

市の商業の発展のために維持していこうと取り組んでいるところでございます。 
Ｑ１－（１）－イ テナント誘致の状況について 

１か月ほど前、プリオのテナント入居率は９２％とお聞きしましたが、現在の状

況はどうでしょうか。リニューアル・オープンして１か月余が経過しましたが、そ

の間の状況をお話しいただきたいと思います。 
Ａ１－（１）－イ  建設部長 

できる限り早く、１店舗でも多く入店していただき、空き店舗を減らす計画を立

てております。新規入店は、開発ビルの収入につながりますので、１円でも多く得

るため、入店率１００％を目標に取り組んでおります。 
  現在、地下から２階までは、ほとんどの売り場がテナントで埋まっています。３

階から上の部分は、まだ仮囲いがあり、テナントがいない部分があったり、プリオ

Ⅱの３階にあった衣料品店がプリオ２階へ移転したことで、その跡地が空き床とな

っています。これらの空き床についても、全力でテナント誘致を進め、プリオ３階

には服部家具センター、プリオⅡの３階についても電器店の入店が決定しており、

来月から１月にかけて、相当なテナント、床が埋まる予定でおります。 
リニューアル・オープンした当初は、大勢のお客様で賑わっていました。そして、

現在でもお客様の入りは、食料品を中心に、以前のユニーと同等若しくは少し良い

状況です。今後、地下にある子どもの遊び場のＵＳランドに大型の遊具が入る予定

をしており、今以上に賑わいができるのではないかと期待をしています。 
Ｑ１－（１）－ウ  プリオビルの公共的な利用について 

プリオの３階から５階までを、プリオの支援策の一環として床を取得するという

ことですが、具体的な利用計画はあるのでしょうか。 
Ａ１－（１）－ウ 副市長 

  ３階は、市で取得しますが開発ビルに貸し付けます。４階は、一部店舗がありま

すが、大部分が公共施設となります。現在、主な次長級でどのような施設を設けて

いくのか研究をしており、この結果を当初予算に反映していきます。５階には、来

年４月にフードコート、そして美容院は残りますが、それ以外の部分は、既に窓口
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センターや子育て広場、子育て支援センターがあります。中央部分を子育て広場的

な用途とすることも選択肢の一つとして考えながら、今後十分に計画を詰めていか

なければなりません。そして、議会の審議等を受け、予算等を固めてまいりますの

で、現在お話しできるのは以上であります。 
質問者コメント 

  公共施設とする場合、現在ある窓口センターにはお客さんがあまりいません。合

併に伴い、音羽や一宮の庁舎を分庁舎的に使用していますが、住民対策もあるでし

ょうけど、いかがかなと思います。現在、市民課や福祉関係課など市役所の１階が

一般市民の方で随分混雑していますので、あのような部分を分庁舎ではなく、プリ

オへ移転するということは難しいかもしれませんが、皆さんの御検討の中で、一選

択肢としてお考えいただきたいと思います。 
 
Ｑ１－（２） 中心市街地の振興策について 

Ｑ１－（２）－ア 市内外の知恵を結集する組織と財政的な裏づけについて 

  諏訪地区を市の中心的な核として、活性化させるための諮問機関や市の担当部署

はありますか。また、中心市街地の振興のための計画や予算はどのようになってい

ますか。 
Ａ１－（２）－ア  建設部長 

  本市では、早い時期から中心市街地の活性化ための専門部署を配置しております。

当初、諏訪の再開発をしているころは諏訪再開発課、その後、中心市街地対策課な

ど状況に応じ、名称や業務を変更し、現在は都市計画課の中心市街地係で担当をし

ております。通常は商業関係を中心とした、本市でいう経済環境部が所管する部署

となりますが、中心市街地の活性化に関する法律の施行を契機に、ソフトとハード

の両面で取り組むために建設部が所管することとなりました。 
  また、中心市街地を活性化させるために、活性化委員会を組織しています。昨年

は諏訪地区の再生についての取組を検討するため、豊川市開発ビル㈱が持つ機能で

あるＴＭＯに支援をし、諏訪地区を活性化させるためのプロジェクトチームを立ち

上げ、様々な企画をさせていただいております。そして、近日中に活性化委員会の

委員長である中部大学の服部教授が諏訪地区の空き店舗を活用して、まちづくりに

取り組んでいくことを計画しています。 
次に、諏訪地区におけるこれまでの主な活動としては、２つの再開発組合への支

援、２つの市営立体駐車場の整備、諏訪公園、プリオに設置した各種公共施設など

のハード事業、ＴＭＯ事業として商店街活動支援などのソフト事業を展開しました。

さらに、愛知県に依頼し、街路整備や電線の地中化などに取り組んできました。 
今年の夏、２週間にわたり「おいでん横町」を開催していただき、大きな成果が

ありました。豊川稲荷の門前では「いなり楽市」を以前から行っておりますが、や

はり地元の盛り上がりを支援したいと思いますので、ぜひこの「おいでん横町」を

一過性のイベントにしないために、地道な取組を進めていただきたいと思います。 
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Ａ１－（１）－ア  副市長 

  補足となりますが、商業の活性化についての所管は、商工観光課や複数の課にま

たがります。このような調整は、総合計画の実施計画で向こう３年間の計画を毎年

立て、例えば来年２月には、平成２３、２４、２５年度の各課の事業を位置づけて

まいります。その中で、各課の取り組む事務事業の位置づけ、全体の調整は企画政

策課で行っております。 
 

Ｑ１－（２）－イ 住民のための商店街となるための振興策について 

  地域の住民が商店街に頼ることが非常に減ったと思います。食品スーパーなどが

開店し、従来の商店が淘汰され、閉店を余儀なくされています。或いは、電気店も

郊外への大型店の進出に伴い、存続できなくなっています。これでは商店の方々も

困りますが、商店を利用していた住民も大変困ると思います。例えば、郊外の店に

出掛けることができない方にとっては、電球ひとつ交換することさえ大変です。こ

のような方のためにも、商店街を維持するための施策はあるのでしょうか。 
Ａ１－（２）－イ 経済環境部長 

  市では、商店街の活性化を図る部門が大きく分けて２つあり、１つが諏訪地区や

門前辺りの豊川地区、この中心市街地を活性化させる部門と、市全体の商店街の振

興を考える商工観光課というセクションがあります。経済環境部は市全体の商業振

興を実施しておりますので、そちらの観点からお答えをさせていただきます。 
基本的に個々のお店は、それぞれの商店が独自のアイデアで頑張っていただくこ

とが大前提となります。しかし、商店街には日常商品の販売だけではなく、地域コ

ミュニティーの担い手としての役割があります。高齢者などの近所で買い物をした

いというニーズに応える商店街は、まちづくりの観点から大きな役割を持っており

ます。こうした商店街の機能を発揮していただくために、市ではいくつかのメニュ

ーを持っています。まず、地域住民の安心・安全の一助となり、商店街の魅力をア

ップする街路灯、防犯カメラなどの施設や空き缶、ペットボトル回収機など環境関

連設備の設置など共同施設事業への補助、また商店街の集会所、空き店舗活用事業

への補助、或いは「すわ・食べにおいでん祭」など地域交流を兼ねた商店街が行う

イベントなど共同事業への補助、そして街路灯などの電灯料に対する補助金、諏訪

の商店街も加入されています市全体の商店街連盟、豊川商店街連盟への補助、或い

はジャンカード、いわゆる地元のポイントカードにも補助などを行っています。 
このように各種の振興策がありますが、全国的にも商店街が衰退をしており、こ

うした補助制度を使う体力もないような状況になっております。豊川市内で商店街

と言えるのは、諏訪地区と門前の周辺だけという状況です。諏訪地区は、地域コミ

ュニティーとして花壇の設置など様々なことに努力されています。こうした取組に

対しても補助を考えていますが、正直申し上げますと、即元気が出るという決定打

は、なかなか打てない状況です。しかし、何らかの対策をしなければなりませんの

で、今後の検討ということでお話しをさせていただきます。例えば、空き店舗対策
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ですが、売却や貸出しを希望する方がいる一方で、出店したい方もいますので、こ

うしたマッチングを市として取り組む、または農業と連携した青空市場を試験的に

開催することやＢ級グルメのイベント、陸上競技場にスポーツイベントを誘致する

ことにより、経済効果をもたらすなどの仕掛けを考えております。 
 

Ｑ１－（２）－ウ 新東工業社宅の跡地利用について 

  諏訪三丁目にある新東工業㈱の社宅について、今年の夏ころに社宅の耐震性の問

題から入居者は１年くらいの間に退去するということを耳にしました。諏訪２部町

内会では、町内会の加入者が１割以上減るという大きな問題になっております。そ

して、新東工業㈱の社宅が撤去されますと、豊川市の中心である諏訪地区のさらに

中心に広大な空き地が広がることとなります。市では、すでに情報を入手している

と思いますが、跡地利用について、市としてのお考えをお聞かせください。 
Ａ１－（２）－ウ 建設部長 

  新東工業㈱の社宅からの入居者が退去するというお話は、市では把握をしていま

せんでしたので、御質問をいただいて、新東工業㈱に伺ったという状況です。 
新たな計画をされる場合には、事前に市へ御連絡くださるようにお願いしていま

すが、新東工業㈱の社宅、寮の老朽化対策として、現在社宅にお住まいの方につい

ては平成２４年３月までに退去するようにお願いをされております。寮などの施設

については、現在の敷地の中で建て替えを計画しており、退去等の対象外であると

お聞きしております。社宅の取壊し後の跡地について、現在社内で検討されている

ということでした。 
なお、当然のことながら、新東工業㈱の社宅や寮が建築されている敷地は、新東

工業㈱の所有ですので、連携は密にさせていただきたいという話はさせていただい

ておりますが、現在、市として何らかの対策を講じるといった計画はありません。

諏訪地区に新市民病院を検討していたときに、新東工業㈱の土地の一部をお分けい

ただくというような話しをしていましたが、病院計画地が八幡地区になったことに

伴い、この計画はありません。 
 
Ｑ１－（２）－エ 中心市街地の公共施設、道路の美化対策について 

豊川市は、残念ながら都市としての風格が感じられません。城下町や旧制の大

学・高校等、軍隊施設があった町は、比較的風格があると言われております。 
昨日、体育館前のキュパティーノ広場に立ち、ケヤキ並木や桜トンネルを眺めて

おりましたら、豊川市で都市として風格があるのは、この辺りかなという気持ちを

再確認させられました。しかし、非常に残念だったのが、足元を見ると歩道に草が

生えており、また、体育館前にある築山に樹が植えてありますが、きれいに除草さ

れておりません。例えば、名古屋市中区丸の内の官庁街は住民がおりませんので、

市や県、国の職員が早朝や昼休みに官庁街を清掃するグループがあったと聞いてお

ります。市職員に同様に取り組んでくださいとは言いませんが、市の風格として、
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この地区を美化していく何か対策があるのでしょうか。 
Ａ１－（２）－エ 建設部長 

 都市の風格としてはお答えできませんが、市では、豊川地区、金屋地区と諏訪地

区を合わせて中心市街地と位置づけています。そして、都市計画マスタープランで

は、県計画で、豊川市では諏訪地区を都市核として位置づけています。そうしたこ

とから、豊川市の顔は、諏訪地区という捉え方ができると思います。 
 公園や道路の維持管理を含めた美化対策という観点からお答えをさせていただ

きます。まず公園については、公園利用者が快適で安全な環境で利用していただく

ため、園内の清掃、除草、植樹の選定やトイレ清掃などを定期的に実施しています。

具体例を申し上げますと、諏訪公園においては今年度から、園内の清掃、除草やト

イレの清掃などを地元の諏訪中百々会（すわもものかい）に管理をしていただいており、

市民との協働による公園管理を行っております。このように地元の方に公園管理を

していただいている都市公園が６４公園あり、割合にして６３％と半数以上が地元

の方に管理をしていただいている状況です。町内会の方に管理をしていただけると、

不具合の早期発見、早期連絡、そして早期の対応が可能となり、施設の管理が適正

に行われると考えております。 
次に、市が管理する道路については、歩行者や車両などが安全・安心して通行で

きる環境を維持するため、日常の管理としては、道路パトロール班を２班編成し、

市内を毎日パトロールしながら、道路の窪みの補修など簡易な作業を行っています。

また、随時のものは、現場職員で側溝の補修や損傷した側溝の蓋の取替えなどを行

っております。作業量や範囲の規模が大きくなるものは、民間に委託しています。 
宝飯４町との合併により市域が旧豊川市の約２．５倍になり、市域全体をバラン

ス良く管理することが難しくなっています。したがいまして、道路管理上、何かお

気付きの点がありましたら、道路維持課へ御一報いただければ、速やかに現場を把

握し、対応したいと思っております。 
 後に、本市では美化ボランティアで、ごみ拾いや清掃などの活動される場合は、

手袋やごみ袋を提供しまして、まちの環境美化と地域と行政が協働して推進する事

業「アダプトプログラム制度」を行っています。現在６１の団体、１，２３０名の

方が登録をいただいております。ぜひ、この制度の趣旨に御賛同をいただいて、御

登録をお願いしたいと思います。 
 
Ｑ２ 白川の防災対策について 

  市から数年前に出された音羽川水系の洪水ハザードマップを見ますと、白川の名

鉄線から、その上流およそ１㎞にわたり、白川の両側、東側の諏訪西町、西側の野

口町が、比較的市街地では広範囲に浸水区域が深く表示されています。 
一昨日の夜、大雨が降り白川の水位が上昇しました。今朝、現場を見たところ、

河川堤防の約半分はコンクリートですが、その上の１ｍくらいまでは水が流れた痕

跡があり、あと２ｍくらいの余裕があるようでした。 
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１０月の奄美大島や夏ころの木曽川水系での大雨が記憶に新しいですが、あのよ

うな豪雨には耐えられないことは明々白々ですが、実際、白川は、どの程度の雨に

耐えられる川なのでしょうか。 
Ａ２  建設部長 

  白川は、二級河川音羽川水系の河川で、県管理の河川であります。 
  音羽川水系の洪水ハザードマップ、市が河川管理者である県から提供を受けた浸

水想定区域図をもとに、概ね５０年に１度起こる大雨により氾濫した場合を想定し

て作成をしております。 
具体的には、流域全体に２４時間総雨量２８９㎜、ピーク時１時間雨量７９㎜の

大雨が降ったことによって、堤防が決壊した場合を想定し、浸かると思われる浸水

深図、深さを重ね合わせたものが表示されております。 
白川は、平成１６年５月に河川整備計画が作成をされております。これは、概ね

３０年の計画で、５年に１回程度発生する時間雨量５０㎜程度の大雨に耐え得る堤

防を目標にし、御津町下佐脇の音羽川の分岐点を起点として市田町地内の姫街道の

白川橋までの区間約５㎞を整備するとしていますので、白川橋上流地域の改修計画

は、現時点では策定されておりません。 
現在、御津町下佐脇地内で改修工事が行われており、進捗率にして約１０％（河

口から約５００ｍ）であります。 
河川改修は、原則として下流から工事をしなければならない制約もあり、諏訪西

町付近の白川まで整備を進めるには、まだかなりの時間が掛かるという予測をして

おります。 
また、現在の白川橋上流の河道流下能力は、時間当たり３０㎜程度対応と考えら

れており、それ以上の連続した降雨があった場合には、堤防の溢水や曲線部では決

壊するおそれがあります。特に、岡崎市、幸田町であったようなゲリラ豪雨となる

と、河川のほとんどは暫定整備の段階ですので、白川だけでなく、ほとんどの河川

で溢水となる可能性がございます。 
洪水、水害対策として、河川改修を着実にお願いし、推進していただくことはも

ちろんですが、防災体制の充実、防災情報の提供や、住民の皆様の防災意識の向上

を図ることが非常に重要だと考えています。大雨時には、警報が発令されれば非常

配備を敷き、消防、消防団とも連携をとり、今後の雨量の状況や音羽川の国府町の

水位計による避難判断水位、諏訪地区では新屋橋を始め５つの橋の橋下危険水位な

どを総合的に判断して、地元住民の方に適切な避難情報を提供していきたいと考え

ております。 
Ａ２ 市長 

 岡崎市で一昨年前、２人の方が流されて亡くなったという集中豪雨がございまし

た。１時間雨量１４９㎜の考えられない豪雨でした。近年の異常気象により発生す

るゲリラ豪雨は予測できない降雨量で、時間雨量１４９㎜に耐え得る河川は、ほと

んどないと思います。できる限り河川整備を進めていきますが、ゲリラ豪雨に対応

8/12 



できる整備は難しいと思います。 
そこで、旧豊川市内にデジタル同報系防災行政無線のスピーカーで緊急の情報を

お知らせする屋外拡声子局を今年度整備しています。これにより、緊急時には市全

域に、市から迅速に避難などの情報を流す体制を整えています。 
Ｑ２－② 白川の防災対策について 
 白川橋から上流の白川の堤防は、時間当たり３０㎜、５年に１回に耐えられる程

度の堤防ということでよろしいですか。 
Ａ２－② 建設部長 

 ２年に１回程度です。 
Ｑ２－③ 白川の防災対策について 
 ハザードマップを見ますと、この約１㎞の区間は河川重要水防箇所に指定されて

おり、非常に脆弱であることは公表されています。相当な範囲の住宅地が、深くて

２ｍくらい浸水するように表示されています。そして、諏訪西地区には公共施設が

ありません。避難施設として諏訪西公園がありますが、５０年に一度の大雨のとき

は、水没するため避難できないと思います。住宅が多いが避難する場所がない状況

ですから、例えば、諏訪西公園を、大都会で取り組んでいるように大きな池を造成

し、深く掘り、さらに池の上を利用して、２階、３階建ての施設を建設すれば、雨

水は一時的に溜めることができ、避難する場所もできます。これは、相当な金が掛

かかりますが、諏訪西地区をハザードマップで見ると、非常に脆弱な感じがいたし

ます。市では、建築確認申請を受理する際に、このような地区において、嵩上げの

指導などは行っておりますか。 
Ａ２－③ 建設部長 

 水は高地から低地へ流れる自然の理がありますので、特定の個人に家を建てると

きは敷地を高くするようにとは指導できません。このため、地区の状況に合わせた

避難場所の設定や、例えば逃げると危険なため２階、３階建ての建物に避難すると

いった問題になると思っています。昨年１１月１４日、この辺りではほとんど雨は

降っていませんでしたが、岡崎市との境だけに集中的に雨が降り、音羽地区で崖崩

れが発生したケースがありました。例えば、諏訪地区だけにゲリラ豪雨があり、他

の地区は晴天のような場合など、多種多様なケースを想定し、それに合わせた防災

対策をシミュレーションしながら、取り組んでいく必要があると思っております。

多くの課題がありますので、細やかな対応をしていきたいと思っています。 
 
司会者コメント 

 本来、地域が一番関心を持たなければならないことであっても、地域の方が知ら

ないことが多々あり、後で知るといったケースが見受けられます。 
地域の方と一緒に取り組むということが、ひとつの契機となり、そこから地域と

行政がつながってくると思います。今後、例えば諏訪地区であれば商店街の皆さん

を必要とする段階で、活性化委員会のメンバーに加えていただき、現実的な問題点
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を抽出していただけるような組織にしていただきたいと思います。やはり地元で気

が付いたことを市で吸い上げ、それを改善していくなど、地域と市がもっと密着に

交流することが必要ではないかと感じております。 
 

その他Ｑ１ 市長を囲む懇談会の開催について 

 市長を囲む懇談会は、豊川市内の各連区で開催する予定ですか。 
その他Ａ１ 企画部長 

 市長を囲む懇談会の開催は、各連区にお願いをしています。毎年春に新連区長が

決まり、市で連区長会が開かれるときに、秘書課が「市としては、市長を囲む懇談

会を開催したいので、ぜひ御協力をお願いします」と各連区長に依頼しています。 
質問者コメント 

 諏訪地区だけでなく、豊川市内の各連区に積極的に出て行って、多くの市民の意

見を吸い上げてほしいと思います。 
 
その他Ｑ２ 諏訪地区の賑わいのデザインについて 

 市長にお聞きしたいのですが、豊川市開発ビル㈱、プリオビルを再生していくこ

とは非常に結構なことで、現在入店しているテナントの方の生活がかかっています

し、市長の決意は分かります。それと同時に、諏訪地区に昔の賑わいを取り戻すと

いう決意もおっしゃったようです。しかし、現状は、豊川市内にスーパーマーケッ

トが溢れており、市役所を中心に約半径１．５㎞以内に１１店もあります。かつて

は、アピタの他に１店ありましたが、現状はかなり違うと思います。市長は、昔の

賑わいを取り戻すために諏訪地区の再生に全力を投入するということですが、市長

の描いている昔の賑わいを取り戻す絵とは、どのような絵ですか。 
その他Ａ２ 市長 

 昔に似通ったようなまちの再生を願っております。バブル経済がはじける前の高

度成長時期のときは、諏訪には本当に賑わいがあり、通りにも商店街がありました。

かつてはプリオビルだけでなく、通りも商店が埋まって、皆さんに買い物に来てい

ただいたと思います。このような状況を、何とか取り戻したいと頑張っております。 
消費構造は、車社会の進展に伴い、郊外型の店舗へと移行しています。車で買い

物に出掛け、店の前に駐車し、買い物カートを利用し店内から車まで買った物を運

べるといった利便性から、皆さんが郊外型の店舗を利用するようになり、中心のま

ちなかまで来ていただけない状況になっています。 
その他Ｑ２－② 

 市役所を中心として半径１．５㎞以内にスーパーマーケットが１１店もあり、ど

こに行くにも自転車で１０分以内、車で行けば５分もかかりません。このような現

状の中で、昔の諏訪の賑わいを取り戻すために、プリオを再生するために１０億円

の市のお金が投入されます。それはそれでいいと思います。すでに、再生が始まっ

ていますので、市長が描いている絵について、具体的にお聞きしたいと思います。 
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その他Ａ２－② 市長  

 現在、プリオの再生として、アピタの撤退後の空き床を、リニューアルし、テナ

ントを募集しております。１階の食品売り場が決定し、ここが再生のキーテナント

となると思いますが、買い物に来ていただくお客さんの賑わいがこの地域に波及効

果をもたらすことを期待し、再生を図っております。しかし、こういうご時勢です

ので、思うように床が埋まっておりません。 
そこで、現在、様々な可能性を探りながら、諏訪地区の賑わいを取り戻すための

方策を考えているところです。 
 

その他Ｑ３ 予算の効率的な執行について 

 民間の予算は、複数年度で中期や長期、短期もあります。しかし、市の予算は単

年度となっており、単年度で要求したものは１００％執行しないと、次年度の予算

を要求できないと聞いています。費用対効果という観点から、単年度から複数年度

に変更し、できるだけ効率的に執行し、余剰金は次年度に繰り越すといった制度に

改めることはできないでしょうか。 
次に、予算の効率的な使い方で、民間会社の場合は、決算は複式簿記で行ってい

ますが、市では単式で行っています。単式の場合、キャッシュフローの流れが分か

りません。複式簿記では、長期に亘るキャッシュフロー、お金の流れが分かるため、

効率的な評価ができます。そして、無駄なことができませんし、粉飾決算もできな

いシステムになっています。簡単には直らないと思いますが、トータルとして効率

的な予算の使い方と費用対効果をどのように査定し、それをどのような観点で見ら

れているかを教えてください。 
その他Ａ３ 副市長 

市では、会計年度独立という原則があり、１年間の単年度予算となっています。

ただ、継続費や債務負担行為など複数年度の予算を計上することができる制度もあ

り、例えば市民病院の建設は継続費を設定し２か年で執行してまいります。また、

企業会計等では、複式簿記で会計処理を行っております。一般会計は、単式ですの

で、決算だけで行っている状況です。 
  長期的な展望については、総合計画を１０年のスパンで策定し、総合計画の実施

計画において、向こう３年間の歳入見込みを算出し、新年度予算が発表になるおり

に、向こう３年間の事業をある程度位置づけてまいります。これは歳入の見込み、

税収の見込みなどを判断して、補助金をどれだけ獲得できるかということを勘案し

て決めております。 
また、会計年度独立の原則の観点から、年度によって税収に差がありますので、

財政調整基金、皆様の御家庭の貯金と同様なものですが、この基金への積立て、繰

入れによって、ある程度事業が平準してできるような調整をしております。 
なかなか民間並みにはいきませんが、効率的な経営に取り組んでいこうと考えて

おります。合併による効果で、人件費等が大きく減少し、市長就任直後の２０年３
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月時点では、財政調整基金等は３０億円ほどでしたが、現在６０億円ほどになって

います。これは、病院などの大型事業に向けて貯金をしてきたためですが、今のと

ころ、ある程度効率的に運用ができ、私が財政担当のころと比べると、余裕のある

予算が組めていると考えております。 
今後、市民病院建設工事の入札執行により、工事金額が決まってきます。そうし

ますと今後の償還額の内、一般会計の負担額がはっきりしますので、様々な他の事

業に振り分けることが可能になってくると思いますので、御理解をお願いします。 
 
連区長あいさつ 

  限られた時間でしたので、物足りなさを感じている方もいると思いますが、市で

は、風通しの良い市政を望んでいることと思いますので、皆様もこのような場だけ

ではなく、各担当部局にぜひお話しをしていただきたいと思います。 
今日は、市の皆さん方、大変お忙しいところありがとうございました。 


