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一宮西部連区の市長を囲む懇談会【概要】 

 
日 時 平成２５年２月１２日（火）午後７時から午後８時３０分まで 
場 所 農業者トレーニングセンター 
参加者 連区長始め３５名 
    市長、副市長、企画部長、市民部長、経済環境部長、建設部長、都市対策 
   監、支所統括監、教育部長 
 
西原町内会長あいさつ 

 皆さん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。また、

市長さん始め多くの部長に出席いただきまして、ありがとうございます。 
連区長の浦野さんは、連区長会長として市の行事に出席いただきまして、連区の

方は私西原町内会長がお手伝いをすることになっております。そこで、本日の司会

進行も私が務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 
今回の市長を囲む懇談会は、平成１８年の合併以降西部連区としては初めてのこ

とであります。懇談会の進め方ですが、市長のごあいさつ後、５町内会長がそれぞ

れ一つずつ質問をし、市側から答弁をいただきます。なお、この五つの質問につき

ましては、あらかじめ５町内会長協議の上、西部連区に共通する話題として決めさ

せていただきましたので、ご承知おきください。 
 
市長あいさつ 

 本日は、一宮西部連区の市長を囲む懇談会を開催いただきまして、ありがとうご

ざいます。日頃は、市政運営に対しまして、格別なご理解、ご協力をいただきます

ことを改めて感謝申し上げます。 
 一宮町との合併が７年前で、小坂井町との合併からも３年が経過いたしました。

早く旧４町との一体感を醸成すべく努めているところであります。 
 今年は、昭和１８年の市制施行以来７０周年を迎えます。その中、いろんな記念

事業を計画しておりまして、市民の皆さんといっしょに祝っていきたいと思ってお

ります。メイン事業は、１１月９日、１０日に開催します「Ｂ‐１グランプリｉｎ

豊川」です。これには、全国から何十万人という方がおみえになりますので、しっ

かりとおもてなしをしたいと考えております。皆さん方も是非ご参加いただければ

大変ありがたく思います。 

他に、３月の半ばから４月半ばにかけて、桜ヶ丘ミュージアムで「さくら展」を

開催いたします。これは、市制施行６０周年の時も開催しまして、大変好評であり

ました。 

 ８月４日には、文化会館におきまして「ＮＨＫのど自慢」が開催されることが決

定しました。 

 また、小惑星探査機の「はやぶさ」の関する展示を行いまして、中学生を対象に、

そのプロジェクトのトップであります川口淳一郎教授による講演会を開催いたし
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ます。このような記念事業を８０以上実施しまして、今年１年は大変忙しい年にな

ろうかと思います。 

  新市民病院につきましては、３月２３日に竣工式を行いまして、その日の午後

と翌日には新しい病院を見ていただく内覧会を開催します。また５月の開院に向け

ましては、今後もいろいろな準備を進めまして万全の体制で臨みたいと思います。 

 一昨年からは、コミュニティバスの実証運行を行ってまいりました。新市民病院

の開院に合わせまして、今、路線の見直しをしております。 

 この地域では、本宮の湯が昨年の暮れに炭酸泉の風呂を新設いたしまして、それ

以来多くのお客さんに来ていただいております。 

また、大木地区の企業立地につきましては皆様方のお力添えをいただきまして、

いよいよ今年から造成工事に入るということで、感謝申し上げます。今は沿岸部の 

用地はなかなか引き合いがありませんが、こちらは東名高速道路に近く、山間部と

いうことでたくさんに引き合いがきております。早く造成して、企業に操業してい

ただて雇用の促進にもなればと思っております。 

 この地域を始め、市域の課題を一つ一つ解決しまして、よりよい豊川市を作って

いきたいと思っております。今後ともいろいろな面でよろしくお願いいたします。 

 

西原町内会長 

 ありがとうございました。懇談会ですので全て満足がいけるご回答とは限らない

と思いますが、この地区からこういう意見や要望があったことを踏まえて、今後の

行政運営に生かしていただきたいと思います。 

 

Ｑ① 大木地区区画整理事業と国道１５１号ＢＰの進捗状況と、今後の展望につ 

いて 

 大木区画整理と１５１号バイパスを同時施行するという大木の願いどおり、現在

両事業は同時進行していると聞いています。 

 区画整理事業においては仮換地指定がされ、一部工事が着手されるとともに、１

５１号バイパス事業においては、用地買収が始まったと聞きます。 

 そこで、区画整理において現在どんな工事をしているのか、１５１号バイパスに

ついては区画整理とどのように関わっているのか、また、用地買収はどの程度され

るのか――伺います。 

 また、二つの事業について、今後２、３年以内の事業計画と事業完了の目標年度

も伺います。 

Ａ① 建設部長（一宮地区建設課） 

「大木土地区画整理事業設計図等をプロジェクターで投影」 

大木地区につきましては、平成１６年に事業に着手し、平成２３年６月に仮換地

指定がされまして、平成２４年度からは本格的に工事が始まりました。 

現在の工事の状況でございますが、今年度は、区画道路を１，４００ｍほど、そ

れから整地を４，０００㎡ほど、また建物移転を２７軒ほど行う予定をしておりま
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す。事業費と補償費を合わせまして、７億８千万円ほどの費用となっております。 

 次に、１５１号バイパスと区画整理事業との関わり、今後の事業計画についてで

すが、区画整理地区内は、北から南にかけて２ｍほどの高低差がありまして、排水

処理の関係上、低い方の南から順次工事を進めます。そして、１５１号バイパスの

南側までを県道部分を除き平成２６年度までに整備をしていく予定であります。１

５１号バイパスから北側の部分につきましては、平成２５年から工事にとりかかり

ます。 

 新年度につきましては、予算が確定しておりませんが、１０億円ほどの予算を予

定しております。その中で、区画道路については、１，７００ｍほど、建物補償費

については３９軒ほどを考えております。大木地区内の建物移転は、８６軒ほどあ

りますが、これを２４年度から３年をかけて終えてしまおうという予定であります。 

そうなれば、１５１号バイパスの用地は、平成２６年度末にはすべて確保できると

考えております。 

 次に事業完了の目標年度ですが、この大木地区の区画整理は平成１６年度にスタ

ートしました。今の事業計画でいきますと、平成２９年度までとなっております。 

平成２６年度までの建物移転の目処が立てば、道路工事等は予算を確保でき進むも

のと考えております。建物移転については、地権者の方々のご協力がポイントであ

ります。市としましても区画整理組合と一緒になって交渉に伺っております。 

 市としての大木土地区画整理事業に臨む体制ですが、昨年度までは６人で組合の

技術指導を行っておりました。今年度は３人増やしまして９人体制でもって事業に

あたっております。財政的な支援では、先ほど申し上げましたように今年度は８億

円ほどですが、来年度は１０億円ほど、次の平成２６年度も今の予定では１０億円

ほどを見込んでおります。 

 

Ａ① 都市対策監（道路建設課） 

「国道１５１号バイパス図面をプロジェクターで投影」 

続きまして、国道１５１号一宮バイパス全体についての、進捗状況と今後の展望

ということでご説明させていただきます。 

この１５１号バイパスは、東名高速道路豊川インターチェンジから新城市の川田

までの総延長７．９ｋｍの道路で、これを大きく２つに分けて、平成２０年度から

事業化されております。事業主体は愛知県となっております。このうち、当地区に

関係が深いのは、豊川インターチェンジから市道上長山一宮線と交差するところま

での第１工区３．６ｋｍで、そこから川田までの残り４．３ｋｍが第２工区となり

ます。 

この第１工区の進捗状況でございますが、区画整理事業につきましては、ただい

ま建設部長から順次移転補償を進めまして、できれば平成２６年度までに用地を確

保したいというご説明をさせていただきました。 

この区画整理区間内と外の部分では事業の進め方が少し異なりますので、まず、

その点から少し補足させていただきます。この区間内については、区画整理事業に
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より、基本的には換地へ移転していただき、建物等があって移転が必要な場合は、

その補償費を権利者の方にお支払いする方式となります。なお、県からはバイパス

にかかる部分の用地費と補償費の相当額が、負担金として区画整理組合に入ります。   

一方、区画整理以外の区間については、県が直接、権利者の方に対して用地買収

や補償物件がある場合は補償をして移転または除却をしていただく方式となりま

す。用地取得に係る部分に違いがありますが、工事については区画整理の中も外も

県が直接行わせていただくことになっております。 

 次に区画整理以外の区間の進捗状況でございますが、平成２１年度より区画整理

地区の北側の端から約１ｋｍの区間について、用地買収に入らせていただいており

ます。この区間につきましては、今年度末までに約９３％の用地買収を終える予定

であると県から伺っておりまして、大変お世話になっております。今後は、この区

間の残った用地の買収と合わせ、路線全体の若干のルートの見直しや、用地買収に

入っていない区間の測量等の準備をしまして進めていく計画となっております。 

それから、バイパス本体の工事につきましては県が実施するわけですが、中でも

特に大変なのが、ＪＲ飯田線を横断する部分の橋の工事になります。これについて

は区画整理による移転や用地確保の状況の他、上野側の用地の取得状況も見ながら、

ＪＲと打ち合わせて進めていくことになろうかと考えております。なお、こうして

線路と交差して新しい道路を作る場合、代わりにどこか１箇所、現在ある踏切を廃

止しなければならないというルールがございます。これがずっと大きな課題となっ

ていましたが、関係する方々のご理解により、昨年、一宮町の第二大ブロ踏切につ

いて、将来的に撤去してやむなしというご了解をいただくことができました。これ

によって交差工事が今後大きく動き出すことができるようになりました。このよう

に事業は大きく動き出しておりますが、具体的な、どこの工事をいつやるのか、あ

るいは路線全体が完成して車が通れるようになるにはいつかということは、現段階

ではまだ「少しでも早く」としか県の方でも言えない状況でございます。ご理解を

お願いいたします。 

それから第２工区につきましては、基本的には第１工区がある程度進んで、事業

進捗に目途が立ってから着手する予定でございます。これはあまり事業範囲を広げ

てしまうと、効果が発揮しづらくなることもあります。なにぶん、８ｋｍ近い長い

路線で、膨大な事業費と時間を要する大事業でありますので、特に地域の方々のご

理解とご協力を重ねてお願いいたします。 

 

Ｑ② 一宮西部小学校の児童数の現況と今後の推計について 

 一宮の区は、１，７００戸ほどありまして豊川で一番多い区でございます。その

ために大きな問題が多々ありますが、その中、今日の質問は学校の問題でございま

す。区には、一宮西部、一宮南部、一宮東部小学校の３つの学校に児童がそれぞれ

行っております。特に一宮西部小学校区では、まだまだ家が建っておりまして、児

童が増えることが予想されます。そういった状況を市の教育委員会でどこまで把握

しているのか、またこれからのことをどのように考えておられるのか伺います。 
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Ａ② 教育部長（教育委員会庶務課） 

 はじめに、一宮西部小学校の児童数の現状を申し上げます。 

平成２４年５月１日現在の数値でございますが、全児童数は５３４人、普通学級

は各学年３学級で１８学級、さらに特別支援学級が２学級ございまして合計２０学

級となっております。ちなみに、合併時の１８年度では、全児童数は５５５人と今

より少し多かったわけですが、普通学級は１７学級、特別支援学級が２学級、合計

１９学級という状況でした。また、平成２０年度から小学校の１・２年生は１学級

３５人となりましたが、学級数の増加はございませんでした。 

続きまして、今後の児童数の見込みでございますが、平成２４年度の卒業生の児

童数よりも２５年度に新たに入ってくる児童数の方が約３０人多いと見込んでお

ります。平成２４年度に比較しまして、新１年生が増えることから学級数が３学級

から４学級になる予定です。そうしますと普通学級の総数は１９学級となりまして、

特別支援学級の２学級と合わせますと２１学級を見込んでおります。この１学級増

の対応策としましては、特別活動室として使っているものを普通教室に転用して利

用する予定となっております。 

また、区画整理等で今後児童がどれくらい増えるかは現在見込みができませんが、

分かっているところでは、すでに生まれているお子さんの数ということで２５年度

から６年間の増減を申し上げます。平成２５年４月の新入学児童の見込み人数は、

１１５人となり、この人数をピークとしましてその後の５年間は、１００人程度で

推移していくと見込んでおります。このことから教室の数としましては、現在の教

室数で対応していくことは可能と考えております。したがいまして、学級数の増加

による増改築等は行なわなくてもよいと考えております。 

しかしながら、建物自体が経年劣化によりまして傷んできております。校舎等の

老朽化が進んでいることを考えますと、老朽化に対応する建替え等につきましては、

合併時の建替え要望も参考にしまして、学校全体の校舎等の配置も含め、十分に検

討していくことが必要であると認識しております。 

 今の時点では、具体的に何年度に建替えるのか、あるいは改築するのかというこ

とにつきましては、豊川市全体の計画や経費の捻出等の問題もありまして申し上げ

るわけにまいりませんが、市の計画の中で位置づけていく必要のあるものと考えて

おります。 

 

Ｑ③ 地域コミュニティバスの利用状況と新市民病院への運行計画について 

 一宮地区を運行しているバス路線についてお聞きいたします。 

 まず、地域路線バスである本宮線ののんほい号についてです。平成２３年１１月

の運行開始後から乗りこぼしが多く、一宮地域運営協議会を中心に検討を行い昨年

１０月から見直しをしたと聞いております。 

 そこで、１０月の見直し後の効果についてお聞きしておきたいと思います。 

 また、今年５月には新市民病院が開院します。コミュニティバスについても開院

に向けた見直しが行われると思いますが、一宮地区から新市民病院へのバス路線が
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どのようになるかをお聞きしたいと思います。 

Ａ③ 市民部長（地域安心課） 

地域路線の本宮線のんほい号でありますが、一昨年の１１月から運行を開始して

おりまして、昨年の１０月までの１年間で延べ８，８３７人の方に利用いただきま

した。１便当たりで言いますと、５．２人という乗車人数です。市内には基幹路線

が６路線、地域路線が４路線と全部で１０路線走っておりますが、この中でだんと

つに乗っていただいております。平均は１．７人ということで、３倍以上乗ってい

ただいておりまして、大変感謝申し上げます。そういったことから、乗りこぼしが

非常に多いと問題となってまいりました。ご承知のとおり地域運営協議会でご検討

をいただきまして、昨年１０月から「西回り」「東回り」の従来の２系統に新たに

「中回り」を追加しまして３系統で運行しております。結果としては、９月までの

一月平均では１９回の乗りこぼしがありましたが、見直し後の１０月以降では、一

月平均２回となっておりまして、見直しの効果は出ていると考えております。 

次に新市民病院へのバス路線についてでありますが、 終的には来月の地域公共

交通会議で承認をいただく予定となっておりまして、現段階の案として説明させて

いただきます。 

まず、豊鉄バスの新豊線ですが、ほとんどの便が新市民病院を経由することにな

ります。現在は、新城から豊橋方面に向かいますと、総合体育館の前で姫街道を左

に曲がって南大通を通っておりますが、見直し後には、曲がらずに姫街道を真っす

ぐ行って新市民病院に入って、その後戻って豊橋に向うようになります。それから

運賃につきましては、新市民病院までは片道３００円となります。他に市で走らせ

ております基幹路線の一宮線につきましては、豊川駅からは豊鉄バスの豊川線とし

て運行しております。従いまして豊川駅で降りずにそのまま乗っていただければ３

００円で新市民病院まで行けるようになる予定です。 

本数で言いますと、平日の一宮地区から新市民病院方面へは新豊線が９本、一宮

線が４本の計１３便が走ります。それから新市民病院から一宮方面へは新豊線１２

が本、一宮線が４本の計１６便が運行する予定となっています。 

 

Ｑ③ 関連質問 

 乗りこぼしとはどういった状態ですか。 

 

Ａ③ 関連質問 市民部長（地域安心課） 

 ジャンボタクシーで運行しておりまして、定員の９人を超えるとそのタクシーに

は乗れなくなります。その場合、運転手がタクシー会社に連絡しまして、ジャンボ

タクシーの代わりに普通タクシーがまいります。バス停に残っ方はそちらに乗って

いただくという方法で対応しております。 
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Ｑ④ 小河川（排水路）のしゅんせつについて、市と町内会との役割分担は 

 しゅんせつにつきまして、町内会でやることと市でやっていただくことの、それ

ぞれの役割分担をお聞かせいただきたい。また、市でやっていただけるならどれく

らいの計画性を持っておられるのか教えていただきたい。 

 篠田地区には石捨殿川がありますが、河川の一部清掃をやっていただけることに

なりましたが、広くは土々川や佐奈川もございます。そこには小さな排水路があり

まして、昨今のゲリラ豪雨によりその排水路が詰まることもあります。町内ででき

る範囲はやりますが、それを超えた場合は市の方で何とか計画性を持ってやってい

ただけるとありがたいと思います。 

 

Ａ④ 建設部長（道路維持課） 

「石捨殿川等の箇所図をプロジェクターで投影」 

市と町内会の役割分担についてでございますが、公共的なものは市でやらなけれ

ばならないと思っております。 
一宮西部連区の町内会においては、春と秋の年２回の側溝の清掃や道路の草刈を

やっていただいているということで、非常にありがたく思っております。 
ご質問を踏まえまして、例えば規模の大きい水路では、人手だけでは限界があり

重機等が必要になります。そういった場合は、市へご連絡をいただけるとありがた

いです。市の方で現場を見させていただき、緊急性があるかなど状況に応じて対応

させていただきたいと考えます。ただし、市も財政上厳しい状況にありまして、 
即座に対応することが難しい実情もございます。 
 市では、毎年８月中旬、各町内会に次年度以降の土木要望を出していただきたい

とお願いをしております。ご提出いただきました要望書に基づきまして現場を見さ

せていただき、優先順位を付け実施をしている状況であります。 
 計画性の有無につきましては、本来であれば河川等の浚渫は、町内会さんから言

われる以前に、市の方で巡回をするなどして、きちんとやれるのが理想とは思いま

すが、財政面等厳しい状況もございます。町内会さんと市とのすみ分けをどのよう

にしていくのかという検討が必要ですが、皆さんは普段から身近な河川と接してお

ります。その中で、市で急いでやってほしいということがあれば先ほど申し上げま

したように、市に言っていただき、現場を見て判断したいと思いますのでよろしく

お願いします。 
「石捨殿川の拡大図をプロジェクターで投影」 

 先ほど質問の中で石捨殿川の浚渫の話がございました。私も現地を見てまいりま

した。土々川までの延長が約４００ｍございまして、先週の土曜日から工事が始ま

りました。今週末までにかけて、上流から浚渫を１００ｍほど実施の予定でありま

す。来年度は、残りの３００ｍをなるべく早い時期に浚渫をしていきたいと考えて

おります。この状態まで何年かけてなったのかはわかりませんが、また同じように

町内会では手に負えない状況になりましたら市の方に言っていただきたいと思い

ます。 
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次に、事前にご質問いただきました西原町地区の水路につきましては、所管が経

済環境部になりますので、そちらからお答えさせていただきます。 

Ａ④ 経済環境部長（農務課） 

 浚渫作業等、比較的軽易な作業については、地元のみなさんの自主的な活動で機

能が維持されているところで、施工後の草や土の撤去についてはできる範囲となり

ますが回収や撤去などの協力させていただいております。 

 市内には多くの農業用排水路がありまして、毎年地区の要望が数多くよせられて

おります。浚渫については「有効通水断面の３割以上の堆積」であるとか、「悪臭

等の住環境面」などを優先に市域全体で順位づけをして実施しております。 

 今回の西原町地区の農業用排水路につきまして、排水路の堆積、自生した立木の

状況を私も農務課の職員といっしょに現地を確認させていただきました。今の状況

でありますが、地元の皆さんだけで対応していただくのは非常に困難な状況だと感

じました。この作業を実施するためには、専門の業者に市の方で委託をしまして、

施工することとなると考えております。そのためには予算に反映させる必要があり

ます。 

 先程、建設部長の回答にもありましたが、毎年、８月中旬頃に町内会より次年度

土木事業要望書を提出していただくようお願いしております。その時に、この件に

つきましても要望書を提出していただいて、各町内会からの要望をとりまとめる中

で、緊急性のある案件を中心に、総合的に判断していきたいと考えております。ど

うかその点をご理解いただきますようお願いいたします。 

 

Ｑ⑤ 市民体育大会の競技種目において、参加数の少ない競技の見直しを検討する 

考えについて 

 私も西部校区の体育振興会に今年１年お付き合いをさせていただきました。市民

体育大会に出場するにあたっては、選手の集めづらい競技がありました。それは他

の地区においても同様の状況でした。今年度が５３回目と歴史ある大会ですので、

過去においても種目の増減や変更はあったのではないかと想像します。難しい面も

あろうかと思いますが、競技種目で参加者数の少ないものは見直しをご検討いただ

けないかと思います。 

 

Ａ⑤ 教育部長（市民体育課） 

 日頃は本市のスポーツ振興に対しまして、格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上

げます。 

 さて、ご質問のありました「市民体育大会の競技種目の見直し」についてであり

ますが、市民体育大会は、種目の区分で申し上げますとソフトボールが小学校の男

子、成年男子、一般男子、それとバレーボールが成年女子、一般女子、ミニバスが

小学校女子、そのほかに６０歳以上の方のグランドゴルフ、陸上競技の少年、少女、

それと玉入れ、合計１０個の区分で実施しております。その中で、参加の少ない種

目としましては、青年男子のソフトボール、そして青年女子のバレーボールの２種
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目でございます。平成２４年度の両種目の参加数は、２６校区中１４校区、率で申

し上げますと５４％という状況でございまして、市としましても大変憂慮している

ところでございます。 

 他の８つの競技につきましては２０校区以上が参加しているという状況でござ

います。因みに、この一宮西部地区におきましては、青年男子のソフトボールと一

般女子のバレーボールが残念ながら不参加という状況でありました。 

そういう状況でも、参加率の低い２種目についても、校区によっては年間を通じ

て練習を重ね、校区民相互の親睦を図り、地域の絆を深めていることもありますの

で、早急に変更することはなかなか難しいと考えております。今後は市民体育大会

を主催する豊川市教育委員会と、豊川市スポーツ推進委員を通じまして豊川市校区

体育振興会と協議しながら、種目の見直しや年齢区分の変更等につきましても検討

してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

なお、市民体育大会の件ではございませんが、市民体育課ではスポーツ人口の拡

大を図るために「総合型地域スポーツクラブ」の新設に取り組んでおりまして、平

成２５年度から新たに一宮地区での設立に向けまして、現在関係者の方々と準備を

進めております。一宮地区のスポーツ推進委員の皆様には大変お世話になっており

ますので、この場をお借りしてお礼申し上げたいと存じます。 

 

Ｑ⑤ 関連質問 

 まず、見直しを検討するというお言葉をいただきましたので、見直し・検討につ

きましては、期待するということでよろしくお願いします。 

 後におっしゃられた「総合型地域スポーツクラブ」につきまして、分かる範囲

でご説明をお願いします。 
Ａ⑤ 関連質問 教育部長（市民体育課） 

「総合型地域スポーツクラブの資料を配布」 
それでは資料に基づきまして、簡単にご説明させていただきます。 
はじめに、「資料１」をご覧ください。 
豊川市では、国・県が策定いたしましたスポーツに関する基本的な計画に基づき

まして、平成２２年３月に「豊川市スポーツ振興計画」を策定いたしました。この

計画では、生涯スポーツ社会の実現を基本目標に、４つの基本的な柱を推進するこ

ととしております。 
基本的な柱の１つである「するスポーツ」の振興を図るべく、総合型地域スポー

ツクラブの育成を基本方針の１つとして掲げております。 
次に、１枚おめくりいただき、「資料２」をご覧ください。 
総合型地域スポーツクラブとは、全国の自治体で進められているスポーツ振興策

の１つであります。幅広い世代の人々が、各自の興味・関心・レベルに合わせて、

様々なスポーツに触れる機会を提供するという特徴を持っております。地域住民と

行政が連携を図りまして、自主的・主体的、受益者負担によりまして運営される地

域密着型のスポーツクラブであります。 
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平成２４年５月現在で、愛知県内５４市町村のうち、３８市町村で、９８クラブ

が設立済みであり、活発な活動が行われております。 
本市におきましては、各中学校区でのクラブ設立を目指しております。現在は、

音羽地区で１クラブが活動しておりますが、平成２５年度より、市内２番目のクラ

ブとして、一宮地区において「わすぽ一宮」のクラブ名でいよいよ活動がスタート

するべく準備を進めております。明後日の１４日に設立準備委員会がございまして、

そちらで 終決定をすることになると聞いております。クラブでは、地域のみんな

で、楽しみながら体力、健康づくりや仲間・人づくりができると。では何をするの

かと言うと、ビーチボールバレー、ドッヂビー、ファミリーバトミントン、３Ｂ体

操、レクリエーション、それとネオホッケーと、聞いたことのない種目があると思

います。ビーチボールバレーは、ビーチボールを使ったバレーボールのことです。

ドッヂビーは、ボールではなく、布製のフリスビーのようなものを使って行います。

ファミリーバトミントンは、普通のバトミントンよりもちょっと短めのラケットを

使用しまして、シャトルも先がスポンジでできたものでして、それほどスピードが

でないようになっております。３Ｂ体操はいろいろな器具を使って行う体操です。

それとネオホッケーは、危なくないプラスチックのボールを使う室内用のホッケー

です。これら新しいスポーツは、子どもからお年寄りまで幅広い年代の方が、競技

を一緒に行いまして仲良く、仲間づくり、人づくり、そしていい汗をかいていただ

こうという趣旨で行うものでございます。今後この計画に基づきまして、地域の方

で決定していただければ、募集も行ってまいります。このようなクラブ活動を通じ

まして「スポーツの盛んなまち豊川」を目指していきたいと考えておりますので、

会員や指導者の募集にあたりまして、ぜひ皆様方のご協力をお願いいたします。 
 
大木地区の企業立地について副市長説明 

 合併直後から大木の工業団地開発については、県道の豊川新城線を挟んで両側で

やるような形から進んでまいりました。 終的には南側部分だけということで、や

っとこの２月に県の企業庁の方で工事着手となりました。現時点は、そこに入る企

業の募集をしております。事前に企業からある程度打診があったわけですが、１区

画だけは白紙に戻ったという報告を受けております。ただ平成２１年の秋からは、

御津１区、分譲面積１５ｈａは一つも売れておりません。大木地区は８ｈａですが、

その大部分が何とか売れるのではないかと考えております。２７年３月までには何

とか工事を終えて、企業の方に入っていただく予定となっております。そうします

と、地区の方にとっては雇用の創出にも繋がりますし、市にとっては、固定資産税、

償却資産、社員の方の特別徴収などを合わせますと大体１億円ほどの税金が入って

くるのではないかと考えております。こういった形で、合併以来の悲願でありまし

た大木地区の工業団地が進むことになります。 

 併せて工業用地周辺の道路整備を、新年度予算に計上していくつもりであります

ので、ご理解をよろしくお願いします。 
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Ｑ 関連質問 副市長説明 

先ほどお話のありました西原区域の農業排水路から下の部分ですが、土々川は組

み立て水路で築４０年くらいたっており、組み立て水路の裏側がかなりえぐられた

ところもあります。また土々川は川幅も狭く、工業団地内には大きな調整池ができ

ると聞いておりますが、ゲリラ豪雨が心配です。そこで、調整池の大きさは十分か、

えぐられた部分の修復は行っていただけるのかお聞きします。 

 

Ａ 関連質問 副市長 

 調整池の工事がまず 初となります。当然、何年に一度ということで雨水の量を

計算して行いますので、十分にその容量は確保できているものと考えております、

これは県の企業庁の方でしっかりやっていただきますので、その心配はないと思い

ます。 

 重なりますが、もともとは市からお願いして企業庁にやっていただいている工事

でございまして、工業団地ができたがために水量が増えたとかがあれば、浚渫など

は優先してやってまいります。維持管理はしっかりやってまいりますので、どうぞ

ご安心ください。 

 

Ａ 関連質問 建設部長 

 土々川の堤防の整備についてですが、水は高いところから低いところに流れるわ

けですが、土々川は帯川に合流しまして、その後佐奈川に繋がります。土々川は佐

奈川の流域になりますので、上流部分を市の方で勝手に工事をするわけにはいきま

せん。 

河川整備は、下流の方から順次整備を進め、上流に上がっていく考えになってお

りますので、そのあたりもご理解をいただきたいと思います。しかし通常の維持管

理の範囲であれば、市でも対応が可能と考えますので地域の方たちから教えていた

だければありがたいと思います。 

 

西原町内会長あいさつ 

今日の質問について、どんなお答えいただけるかなと思って聞いておりましたが、

非常にいいお答えをいただきました。確かに予算に関することは明言を避けられま

したが、その他についてはいい話しが聞けました。特に１５１号バイパスについて

はかなり進捗していると。お金も人も出していると。平成２６年度が一つの節目に

なると伺いました。それから一宮西部小学校の建て替えについては、「合併時の建

て替え要望を参考に」という言葉をいただきましたので、忘れてはいないなと安心

しました。排水については、速やかに対応しますが、場合によっては予算に反映す

る必要もあるとのお話しでした。また市民体育大会については、見直しを検討する

ということで、一つ願いが届いたかなと感じております。 

長時間に渡りありがとうございました。これで市長を囲む懇談会を終了いたしま

す。 


