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国府東部連区の「市長を囲む懇談会」【概要】 

 
日 時 平成２４年１１月２１日（水）午後７時から午後 8 時４０分まで 
場 所 国府東地区市民館 
参加者 連区長始め３０名 
    市長、企画部長、市民部長、経済環境部長、都市対策監、建設部次長、消 

防長 
 
連区長あいさつ 

 こんばんは。今日は何かとお忙しい中、大勢の方にお集まりいただきましてあり

がとうございます。また、市長さん始め関係部長さんには、時間を割いていただき

ましてありがとうございます。 

 市長を囲む懇談会は、過去に３回ほど実施しておりまして、非常に有意義な懇談

会だったと思っております。昨年は実施しませんでしたが、今年再スタートという

ことでよろしくお願いします。 

 

市長あいさつ 

 こんばんは。今日は、国府東部連区市長を囲む懇談会に多くの方がご参集いただ

きまして、ありがとうございます。また日頃は、市の行政に対しましていろいろご

協力・ご支援をいただきまして、改めて感謝申し上げます。 
 私からは、市政全般につきまして、お話をさせていただきます。 
 来年は、豊川市制７０周年という記念すべき年であります。今、その記念事業に

向けての市民会議を立ち上げまして、協議をしております。また、新市民病院の開

院が来年の５月を予定しておりまして、７０周年と時期が重なったわけであります。 
そして、来年の１１月９日、１０日でございますが、Ｂ－１グランプリの全国大会

が豊川市で開催されます。とても大きな事業でして、豊川市だけではなくて近隣各

市町の応援もいただいて、全国から５０万人を超える方がおみえになるだろうとい

うことで、しっかりとおもてなしをしたいと思っております。そのためには、市民

の皆様にボランティアでのご協力をお願いし、さらに各方面にも声を掛けてご協力

を仰いでいきたいと考えております。 

 来年の大きな課題では、子ども医療費の無料化があります。今、中学生は通院医

療費の半額負担をお願いしております。子ども医療費の完全無料化は、１期目から

のマニフェストにありまして、これを何とか完結するために来年度の予算編成をし

てまいりたいと思っております。 

 また、市内には合併により小学校が２６校、中学校が１０校ございまして、施設

の老朽化が大変進んでおります。耐震整備は終わっておりますが、施設の改築がな

かなか進んでおりません。今年度は、桜町小学校のプールや小坂井東小学校の屋内

運動場の改築などをし、来年度は、東部小学校の校舎改築を計画しております。 

 一宮の給食センターにつきましても、合併時から早急な改築を求められておりま
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して、現在、小坂井地区に新しい給食センターを建設中であります。今後も、子ど

もたちの健全な成長のために力を注いでまいりたいと思っております。 

 御津・小坂井地区は、救急車の到着が他の地区より時間がかかると前々から言わ

れておりました。今、御津と小坂井の中間辺りに消防の南分署を建設中で、来年中

には稼動する予定です。 

そして、今年の３月には文化芸術創造プランを策定しました。これからは施策の

柱であります「福祉と文化、そしてスポーツの盛んなまちづくり」の文化の面を進

めてまいります。すでに演劇部門では、３年目となります東三河演劇フェスティバ

ルが行われておりまして、中では、海軍工廠の被爆を表した「豊川女子挺身隊」な

ども上演されました。 

赤坂にあります杉森八幡社では、小屋掛けと言われます竹やビニールシートで客

席を作りまして、舞台で歌舞伎の公演をしております。地域に根ざしたよい企画だ

と思っております。 

桜ヶ丘ミュージアムでは、合併によりまして施設の利用者が大変多くなっており

ます。そのため、なかなか自分達の作品を発表する機会が持てないという意見をい

ただいておりまして、今、施設の増築のための設計をしております。 

スポーツでは、１７日に中学校の駅伝の愛知県大会が新城市で行われました。東

部中学校の男子、女子ともに優勝ということで、１２月１６日に山口県で開かれま

す全国大会に出場します。大変うれしいことであります。 

その前には、豊川高校の男女が１２月２３日に京都で開かれる全国高校駅伝への

出場を決めました。男女ともに優勝が狙える位置にあると聞いております。しっか

り応援したいと思います。 

３月には、全天候型の第３種公認へ改修をしておりました陸上競技場が竣工いた

しました。夏、秋には高校生の記録大会や東海学生陸上選手権大会なども開かれま

して、大いに活用していただけたら思います。 

他にも、いろいろな競技でがんばっていただいておりまして、スポーツの盛んな

まちになってきたなと感じております。 

財政面では、税収が少なくなっており大変厳しい状況でございます。その中、大

木地区では、企業用地の開発を進めております。御津の企業用地は、東日本大震災

から企業はなかなか手を出していただけませんが、大木地区に関しましてはたくさ

ん引き合いがきておりまして、完成と同時に完売となるのではと考えております。 

以上、市政の現状をお話させていただきました。今後も、皆さんとともに豊川市

を元気にしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

Ｑ① 地区市民館の設備に関わる要望について（国府東地区市民館） 

Ｑ①－（１） 市民館に車いす対応のトイレを新設していただきたい。 

 高齢化がますます進んでいく中で、気軽に市民館に来られるような環境を作って

いくべきだと考えます。そのためには車いすでも入れるトイレが必要です。またこ

の市民館は、災害時の指定避難場所となっておりまして、避難所としても大きな欠
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点となっております。 

Ａ①－（１） 市民部長（生活活性課） 

車いす対応のトイレにつきまして、まず現状を説明させていただきますと、市内

には３０の地区市民館がありまして、そのうち２９館が避難所に指定されておりま

す。さらにその中で、車いす対応のトイレが設置されておりますのが５館でありま

す。逆に言いますと避難所に指定されております中で２４館は、車いす対応のトイ

レを設置されていないというのが現状でございます。 

高齢化の進展や障害者への配慮、それから避難所に指定されていることなどを考

えますと、車いす対応のトイレの設置の必要性は認識しているところではあります。

言い訳になる部分もありますが、３０館の地区市民館のうち７割の２１館が、昭和

５０年代に建築されたものでありまして、非常に老朽化が進んでいるという問題が

あります。今のところその対応が 優先の課題となっております。それに加えまし

て、建築後４０年近くなるという市民館もございます。そういった意味からも建て

替え計画を含めた、全体的な計画の策定が大きな課題となっております。 

それから、車いす対応のトイレを設置する場合の問題点としては、トイレの標準

的な床面積だけでも４㎡以上が必要とされています。トイレに入り口や経路を含め

ますと相当面積が必要になるということです。こちらのトイレもそうですが、男女

共用のトイレというのが、現在の地区市民館には非常に多いわけでして、既存のト

イレを車いす対応トイレに改修する場合は、１階トイレの全部を使ってしまうこと

が想定されます。そういった場合には、増改築等の対応が必要になってまいります。

そうなりますと、建築基準法の問題や新たな用地の確保、当然財源等の課題もござ

います。車いす対応トイレの必要性は十分認識しておりますが、それぞれの市民館

の問題点の調査を含めた、全体的な計画として検討させていただきたいと考えてお

りますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 

Ｑ①－（２） 火災発生時、避難しやすい非常階段を設置していただきたい。 

 現在は、２階のトイレの高窓を乗り越えて避難ばしごを垂らし避難しなければな

らない状態となっておりまして、避難訓練ではしごが揺れてトイレのガラスを割っ

たことがあります。あまり避難ばしごが実用的ではないと考えますので、早急に、

非常階段の設置をお願いします。 

Ａ①－（２） 市民部長（生活活性課） 

 避難ばしごにつきまして、現状を説明させていただきます。ご承知のように地区

市民館は、不特定多数の人が利用する建物で、建築基準法あるいは消防法によりま

して、２方向避難の確保が求められています。出口が二つあればいいんですが、な

かなか難しいということで、避難ばしごで対応している市民館が、３０館中２１館

ございます。高齢者や障害者の方のことを考えますと、法律はクリアしているとい

うものの、非常階段の方が安全で有効であるということは認識しております。非常

階段を設置するにあたっては、建築基準法や消防法などの法律上の条件を、調査・

検討していく必要がございます。具体的に申し上げますと、地区市民館のある場所
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の用途地域、あるいは敷地の面積、形状、建物の構造、間取り、こういった条件が

館ごとに異なります。それに応じて改修する場合に、改修費も異なってまいります。

場合によっては、新たな土地の確保が必要になるということも考えられます。従い

まして、先ほどの車いす対応トイレと同じようなお答えになってしまいますが、建

て替えも含めた老朽化への対応と合わせました、これも市民館全体の問題としまし

て調査や検討をさせていただきたいと考えております。ご理解をいただきたいと思

います。 

総合的にというと、後ろ向きに聞こえるかもしれませんが、個々の市民館につい

て車いす対応のトイレや非常階段が設置できるかと、検討していきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

 

連区長コメント 

 難しい問題であろうことは認識しておりますが、いつ災害が発生するか分かりま

せんので、できるだけ早くお願いします。 

 

Ｑ② 西部区画整理事業に関する要望と質問について（上宿区） 

Ｑ②－（１） 大池線の拡張・整備に伴う、区画道路８－１４号との交差点の点滅

信号撤去後の信号機の設置について 

 西部土地区画整理事業が進み、大池線も随分整備されてまいりました。大池線は、

上宿町内の多くの方が通勤、通学に使っております。この整備に伴い、大池線と区

画道路８－１４号との交差点の点滅信号が撤去されるもようですが、車の通行量も

多く今後が大変不安に感じます。区としても警察の方へお願いしてまいりますが、

市においても強い応援をお願いします。 

Ａ②－（１） 建設部次長（区画整理課）   

豊川西部土地区画整理事業地区内の信号機設置の状況ですが、今年度２箇所に信

号機を設置する予定になっております。 
１箇所は、すでに１１月１６日に点灯しておりますが、事業地区内のほぼ中央部

に位置します都市計画道路上宿樽井線と八幡線の交差点であります。非常に大きな

交差点で以前から危ないというご要望があったところです。 
もう１箇所は、都市計画道路上宿樽井線と今年整備させていただいております大

池線の交差点でして、平成２５年３月までに設置される予定で公安委員会（警察）

と協議が進んでおります。 
今回ご要望のありました区画道路８－１４号と大池線の交差点の点滅信号の件

ですが、公安委員会と協議を重ねてまいりまして、警察からは撤去ということで話

をいただいております。その理由としましては、既設の点滅信号の付け替えとして、

先ほど申し上げました上宿樽井線と大池線の交差点に信号機を設置することがあ

げられます。また、大池線のような主要幹線道路には、警察としては点滅信号を設

置しないという基本方針があると聞いております。 
市としましては、今年度末に、現在、通行止めになっている上宿樽井線が大池線
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まで開通しますので、そうしますと区画道路８－１４号を通過する車両が上宿樽井

線に流れ、多少は交通量が減少するものと考えております。 
しばらくの間、様子を見させていただいて、地元町内会とも信号が必要かどうか

協議させていただきます。もし付けるとすると、歩行者専用の信号機になろうかと

思います。幹線道路に歩行者用の信号が付くかどうか分かりませんが、歩行者数が

多いようであれば、検討させていただいて警察へ要望をあげていきたいと思います。

ただ、すぐ付くことにはなかなかならないと思いますので、点滅信号の撤去のあと、

横断歩道の前後のカラー舗装だとかの交通安全対策をさせていただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 
地元との協議におきまして、もし必要ということなら 大の支援も惜しまないつ

もりでおりますので、重ねてよろしくお願いします。 
 

Ｑ②－（２） 西部区画整理事業での上宿第１集会所周辺の工事計画について 

 西部土地区画整理事業の中では、今後、船山古墳の辺りが公園として整備されて

まいります。古墳のすぐ横には、上宿第１集会所がございまして、区としても集会

所の新たな設置場所等考えなければなりません。そのため区画整理事業がどのよう

に進むのか、タイムテーブルなど教えてください。 

Ａ②－（２） 建設部次長（区画整理課） 
舟山古墳周辺の整備は、平成２５年から２７年の３カ年をかけて行ってまいる予

定であります。来年度は古墳周辺の一部樹木の伐採、舟山古墳の発掘調査を行いま

して、発掘は教育委員会と調整をしております。２６年度には古墳の西側、その大

池線側に大型ブロックを積んで、土留め工事を行いまして、その後大池線の歩道設

置工事を予定しております。また、この工事に併せて舟山古墳周辺の区画道路の築

造、建物移転補償も進めたいと考えております。 
上宿第１集会所は舟山古墳の北側に隣接しておりまして、移転の対象になってお

ります。工事を平成２６年度に予定しておりますので、平成２５年度中には、建物

の調査、それから移転に伴います補償金額について町内会と協議をさせていただき

たいと考えております。実際の移転は、平成２６年度の当初にお願いをできたらな

と考えております。 
また、姫街道と大池線が交差します上宿交差点ですが、まだ姫街道の方が完成型

になっておりませんので、上宿の交差点改良につきましては県と具体的な調整はし

ておりませんが、平成２７年度以降になると思います。 
この西部土地区画整理事業では、大池線のみならず他の主要幹線道路も整備を行

う予定になっております。その中で、現在一番問題となっておりますのが、区画整

理地内の中央部を南北に通っております八幡線が、ちょうど八幡の市営住宅のあた

りで止まっていることです。区画整理課としては、この道路を早く通したいという

ことで、今年は、姫街道沿いのビクトリアさんに補償に応じていただきました。地

区内の交通の利便性を早く高めるためにも、平成２５年度から３か年計画で進めて

まいりたいと考えております。 
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そうしますと、現在、筋交橋から上宿の交差点までは朝、夕かなり渋滞をいたし

ますが、八幡線の開通と大池線の整備によりまして、その渋滞もかなり緩和してく

るのではないかと考えております。 
また、道路築造だけではなく、建物の移転、文化財の発掘調査などがからんでき

ますので、この地区内は移転補償と工事がスムーズに進まないとこがあります。な

るべく早く事業が完了するようにがんばってまいりますので、ご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。 
Ｑ③ くすのき公園並びに大池散策路に関わる要望について（上宿区） 

Ｑ③－（１） くすのき公園内、東側東屋付近に電源を設置していただきたい。 

 くすのき公園は、３町のグラウンドゴルフの愛好者や周辺にお住まいの方など、

多くの方が利用されております。また、おおいけ散策路のほうも、散歩や走ってい

る人の姿をよく見かけます。地域には、上宿クリーンクラブ、通称ＵＣＣというボ

ランティア団体がございまして、芝生の刈り込みや樹木の剪定などの作業をしてい

ただいております。作業には電動器具を使いまして、西側には電源がありますが、

駐車場があります東側には電源がありません。ＵＣＣの方たちの作業のためにも、

東側にも電源を設置してもらえないでしょうか。 

Ａ③－（１） 建設部次長（公園緑地課） 

くすのき公園及び大池散策路をＵＣＣ始めとする地元で管理していただき、誠に

ありがとうございます。 
初めに、くすのき公園の電源の要望につきましては、現在１００Ｖ用電源が東側

中央部のトイレとグラウンド西側のフットライト４基から取れるようになってお

ります。この電源を使って剪定作業や地元のイベント等に利用されていると思われ

ますが、電源の位置が東側と西側で約１００ｍ離れております。中間辺りでは延長

コード、通常の３０ｍでは届かないため、発動発電機やエンジン式トリマーで対応

されていると伺っております。 
この配線の件ですが、南側には１００Ｖのコンセント用配線がフットライト配線

と同様に埋設されていますので、そこから西側と同じようにコンセントの取り出し

が可能でございますので、今後はフットライトのどの辺りから電源を取るのかなど、

設置の方向で地元と協議をさせていただきたいと考えております。しかし、北側に

は配線工事が事前にしてありませんので、誠に申し訳ありませんが既存のトイレも

しくは西側のフットライトから延長コードをつないで、何とか作業をしていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。若干電圧が下がることは承知し

ておりまして、業者とも協議をしましたが「なんとかいけるだろう」との回答もい

ただいております。 

 

Ｑ③－（２） 大池散策路に散水栓か揚水ポンプを設置していただきたい。 

大池散策路は、夏の渇水の時期に植栽してある低木類の水遣りが大変です。 

現状、水源がありませんので散水栓や揚水ポンプなどを設置していただけないでし

ょうか。 
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Ａ③－（２） 建設部次長（公園緑地課）  

大池散策路の散水の件ですが、渇水期に散水をしていただけるということで、あ

りがたく思っております。 
この散水施設については、くすのき公園を整備する際にワークショップを行って

おりまして、その中でも意見がありました。設置費用、使用頻度、投資効果を踏ま

えまして、当時検討した結果、未設置という結論を出した経緯がございます。今年

の夏は大変な猛暑でして、草木の保護の目的で地元自警団の可搬式ポンプの定期点

検作業を兼ねて植栽に散水したいただいた経過があるとお聞きしております。 

皆さんご存知のように、くすのき公園にはせせらぎがございます。そこの水は、

公園内の井戸から汲み上げられた水を利用しております。それが、上宿樽井線を横

断しまして大池に流れる設計になっております。そこの一部に桝がありまして、桝

の中に動力の噴霧器を入れて、桝から水を汲み上げて散水したらどうかということ

で、今年、地元管理団体さんにこの方法を見ていただきました。試験的ではありま

したが、概ね水はかかったと判断しておりますので、この方法でお願いしたいと考

えております。 
Ｑ④ 白鳥町内の交通安全対策について（白鳥町） 

Ｑ④－（１） 朝７時から夕方１９時までの国府・佃線における交通量調査と結果

を広報へ掲示 

 国道 1号線を南から北に向うと、国府駅の手前で右折し、久保の踏み切りを通っ

て姫街道へ抜けられるようになりました。そのため白鳥総社前の道路の交通量が多

くなり、小中学校へ通っている子供たちの登下校をパトロール隊が見守っておりま

すが、日々危険を感じております。また今後、新市民病院が開院しますと、姫街道

の渋滞を避けるため、この道路を裏道として通る車がさらに増えるのではと心配し

ております。 

 児童生徒の交通安全のためも交通量調査を実施し、その結果を白鳥町内の人たち

への注意も含めて、多くの人に知らせていただけないでしょうか。 

Ａ④－（１） 都市対策監（道路維持課） 

「当該部分の図面をプロジェクターで投影」 

国府・佃線、正式には市道八幡国府線といいますが、古くから御津から姫街道へ

抜ける街道として使われてきた歴史のある道路と伺っております。近年は、区長さ

ん言われたように、国府駅方面への抜け道、それから国道１号線の交通規制の変更

による姫街道の渋滞をパスするための抜け道としての利用が多くなってきており

ます。沿線にお住まいの方の車両よりも通過するよその方の車両が圧倒的に多いと

認識しております。特に歩行者や自転車、シニアカーなどの方が危険にさらされて

いるという状況についても承知しております。 
それで、まず交通量調査についてですが、この区間の交通量のデータについては、

残念ながら現時点では持ち合わせておりません。一般的に交通量調査とは、道路の

新設や拡幅改良を計画する場合に、現状把握や将来予測をするために行っておりま

して、この道路にはそうした計画がないことから交通量調査はまだ行っておりませ
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ん。ご指摘いただきましたので、職員の手で交通量調査を行うことも検討したいと

思います。一般的な交通量調査は、朝７時から夜７時までの１２時間行うもので、

１日何台通った、あるいはピーク時１時間何台通ったというデータはある程度でま

す。そのデータを広報やホームページに載せて注意喚起をすることもできると思い

ます。ただ、それだけでは通ってはいけないと規制はできません。それから、その

データを使って交通規制や設備設置をする基準も今のところありません。結果的に

交通量調査をすれば、即具体的な効果が期待できるかどうかは何とも言えません。

ただ、危険な状態であることは認識しておりまして、これまでもできる範囲でカラ

ー舗装など車を減速させるための工夫はしてまいりましたし、今後も警察と協力し

あってできるだけの措置を実施するとともに、長期的な話となりますが、将来的に

は姫街道の４車線化という計画もありますので、こういった抜本的な対策が少しで

も早く進めるよう県とも協議をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 
 

Ｑ④－（２） 現在の自動車通行速度規制は３０km/h、ですが看板は見られていな

いので道路面に制限速度表示３０の蛍光ペイントを施工し、スピード抑制効果を高

める。 

Ａ④－（２） 市民部長（地域安心課） 

ご要望のありました道路面の制限速度表示につきましては、警察と協議させてい

ただき、塗りなおしと１か所表示を増やしました。今後も警察と連携して迅速に対

応してまいりたいと思います。 

 

Ｑ④－（３） 赤色の回転灯を電柱に設置し、５０km/h 以上の速度超過車両の通

行時に、警告する。 

国府・佃線では、朝の通勤時間帯や昼間に制限速度を超えて走る車が多くありま

す。交通安全対策として、例えば制限速度を超えて５０㎞/h で走ってきたら、警

告となるような（高速道路で行っている「スピードを落とせ」の警告サインが出る

ような）、運転手に対する注意喚起をお願いします。 

Ａ④－（３） 市民部長（地域安心課） 

速度超過車両へのサイン等警告についてですが、警察へ相談をしましたが、今の

ところそのような装置はないと、当然、県下でも設置例がないとの回答でした。現

在のところは、速度規制の路面標示で対応したいということです。 

警察との協議につきましては、しっかりやっていくと市長のマニフェストにも掲

げてあります。今年度からは、豊川警察署と月に１回は必ず実務者レベルで協議す

るという約束をしまして、今も行っております。そうした中で、この問題に限らず

いろいろな面で有効な対策をしっかり検討したいと思っております。 
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Ｑ④－（４） 以前に設置した交差点の道路埋設表示灯が劣化し、夜間発光しない

ので更新を。 

 国府・佃線の交差点に設置された反射鋲は、当初、夜間蓄電方式で光っておりま

した。その後、老朽化して取り替えてからは蓄電方式でなくなり、反射だけとなり

ました。現在は、その反射する鋲もいくつか割れています。交通量も増えておりま

すので、その更新をお願いします。 

Ａ④－（４） 都市対策監（道路維持課） 

 現在８か所に交差点の位置を示すための鋲が一応設置してあります。ご指摘を受

け、調査したところ、うち４か所が破損しておりましたので、できるだけ早く交換

いたします。なお、残りのこわれていないものも含め、この交差点鋲は発光するタ

イプではなくて、夜間に自動車のヘッドライトを反射して運転者へ注意喚起をする

タイプとなっております。発光するタイプがよいとのお話でしたが、本市では、事

故が多発するなど特殊は場所を除いて反射タイプを標準として設置させていただ

いております。費用にも差がありまして、ご理解をお願いします。 
 

Ｑ④－（４）再質問 交差点鋲がないところで要となっているのが、以前には発光

式の鋲があった三河総社の側の南北に走る十字路です。そこに新たに交差点鋲を設

置していただけないでしょうか。 

Ａ④－（４）再質問 都市対策監（道路維持課） 

この交差点は形状が特殊でして、どういう表示をしたら一番分かりやすくて安全

なのかを持ち帰って検討したうえで、区長さんにご相談させていただきたいと思い

ます。 

 

Ｑ⑤ 地域の不審者対策について（白鳥町） 

Ｑ⑤－（１） 自動記録式防犯監視カメラの設置（２４時間監視） 

 白鳥町内は、外部から多くの不審者が入ってくるように思われます。先日も、お

寺に不審者が侵入し被害がありました。町内会では、ゼロの付く日に有志が夜間パ

トロールをしていますが、一月のうち３日に過ぎません。また、もし不審者に会っ

ても住民としては、細かくその特徴を見るゆとりがありません。 

 その中で、町内にある三河総社、白鳥神社のＴ字路などに防犯カメラを設置して

いただいて、不審者の動きを記録できるような対策をとっていただけないでしょう

か。 

Ａ⑤－（１） 市民部長（地域安心課） 

防犯カメラの設置についてでありますが、この件につきましても警察と話しをい

たしました。愛知県警としては、豊川市内の道路への防犯カメラ設置の計画は、今

のところはないと回答がありました。 

次に、市の防犯カメラの設置についてでありますが、昨年度、市民館や公民館へ

の侵入盗の被害が多発しまして、その対応として補正予算で防犯カメラの設置をさ

せていただいております。平成２６年度までには、市内全ての公民館、地区市民館
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へ防犯カメラの設置ができるようになっております。 

もう一つ豊川市の犯罪の特徴として多いのが、自転車盗であります。市内には、

自転車盗被害の多い自転車駐車場が１０か所ほどあります。この対策としても防犯

カメラの設置を進めておりまして、来年度までには、この自転車駐車場に防犯カメ

ラを設置することがほぼ決定しております。これらへの防犯カメラの設置が終わっ

た後に、道路や公園への設置を検討していきたいと思っております。ただ、公園や

道路への設置には経費の問題もありますし、特に、道路への設置は警察との役割分

担を考える必要があります。さらに、公園や道路に防犯カメラを設置しますと、不

特定多数の方が集まりますので、プライバシーの問題もありまして、そういったこ

とも検討しなければなりません。 

次に、防犯カメラの設置についての補助制度でありますが、豊川市では、商店街

の防犯カメラの設置については一定の補助制度は持っております。ご要望のありま

した、例えば町内会が集会所へ防犯カメラを設置したいという場合には、申し訳あ

りませんが今のところ補助制度がございません。ただ、町内会の集会施設への補助

は、市長のマニフェストにありまして、土地を買う場合やさらに今年度からは集会

所の修繕への補助として、対応させていただいております。 

 

Ｑ⑤－（２） 町内各所に自動記録している、防犯監視カメラ設置看板を掲げ、被

害を抑制する。例えば「監視カメラ設置」の看板が数枚あれば町内役員で設置しま

す。 

Ａ⑤－（２） 市民部長（地域安心課） 

先ほど申し上げましたように、昨年、市民館や公民館への侵入盗の被害が多発し

たため、「侵入盗警戒中」の張り紙を作成しまして、外から見える場所に貼りまし

た。貼った後は、しばらく被害も減ったように思われます。その掲示物を本日何枚

か持ってきましたので、ご活用いただければありがたいです。さらに必要であれば

地域安心課までご連絡ください。 

 

Ｑ⑥ 防災行政無線の難聴対策について（久保町） 

 「防災行政無線」設備を利用して連絡をしても、久保町全域がカバーされておら

ず、具体的には国府駅周辺が聞こえない状況です。このままでは、町内の緊急連絡

が必要な場合に知れ渡らない恐れがあります。今後この聞こえない区域の解消をお

願いできないでしょうか。 

Ａ⑥ 消防長（防災対策課） 

本市では、平成２２年度に、これまで整備していなかった旧豊川市の区域に同報

系防災行政無線を整備し、平成２３年４月から全市一斉運用を開始しております。 
屋外でスピーカが３つ、４つついた柱ですが、この配置につきましては、旧豊川

市区域の住宅を概ねカバーできることを方針としまして、市の公共用地等を使いな

がら、市内１３６か所設置いたしました。 
スピーカからは通常半径３００ｍが音を聞きとれる範囲として設置しています。
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久保町の区域では、国府東地区市民館のほか、新栄児童遊園、国府大社神社、消防

署西分署に設置してありますスピーカの音達範囲でカバーをすることになります。 
久保町でも、ちょうど音達範囲の中間にあたります国府駅周辺は、聞きづらい状況

にあると思っております。このスピーカに対して多い苦情としては「サイレンだけ

は聞こえるが、放送は全く聞こえない」「風が吹く日は聞こえない」「家の中にいる

と聞こえない」というものです。ラッパの向きを若干変えたり、可能な場合にはラ

ッパの種類を変えるとかをしてまいりたいとは思っております。 
スピーカからの放送では、音域と音域が重なってしまうと、一種の共鳴のように

なり聞こえにくいこともあり、技術的な限界もあるものと考えます。それでも、す

べての市民の方に緊急情報は知っていただく必要があります。このような場合の対

策として、放送の内容を確認できるテレホンサービスがあります。本日、皆様のお

手元にお配りさせていただいたパンフレットを開いていただきますと、右側の一番

上にテレホンサービスの番号「０１８０－９９－５５５０」が記載されております。

この番号にお掛けいただければ通話料は有料となりますが、２４時間以内の放送内

容は聞けるようになっています。これは災害時に一斉にお掛けいただいても等しく 
聞こえます。放送内容といたしましては、パンフレットに書いてあるように、防災

関係の情報、国民保護関係の情報、安全安心に関わる情報、それから毎日夕方５時

の試験放送となっております。毎日の試験放送は、スピーカの動作確認の意味で一

番小さい音量で流しております。音量の「大」で流しておりますのは、 近の放送

では、行方不明者の捜索となります。「サイレンは鳴ったけど放送内容が分からな

い」というような場合には、是非ともテレホンサービスを活用していただきたいと

思います。 
それからパンフレットの一番裏にスピーカの設置場所の一覧があり、中には、電

話やラッパのマークが付いたものがございます。電話のマークは全部で２１か所あ

り、小中学校と土砂災害等で孤立する可能性がある財賀地区となります。これらに

は、災害対策本部と双方向で話ができる電話が設置されております。ラッパのマー

クは、通常の放送で流す電子サイレンとは別のモーターサイレンを表しておりまし

て、全部で１２か所ございます。モーターサイレンは、１．６ｋｍ届くサイレンで

して、必要時はこれを鳴らしてまいります。防災行政無線のほかの活用方法といた

しましては、自局放送がございます。これは、防災無線の柱の下にボックスがあり、

その中にマイクを用意しておりまして、柱のスピーカのみ鳴るものであります。久

保町さんでは、防災訓練のときに活用されているということで、大変有意義にご活

用いただいていると感じております。 
もう一つ災害時の情報を得るための手段としまして、豊川市防災メールがござい

ます。これは、携帯電話のメールで市から防災情報を提供するサービスですが、現

在２万人ほどの方が登録されています。登録方法につきましては、先ほどのパンフ

レットと一緒に「豊川市防災メール登録方法のご案内」のチラシをお配りさせてい

ただきました。一人でも多くの方の登録をお願いいたします。 
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Ｑ⑦ 粗大ごみ回収の要望について（久保町） 

 かつては、各地区のごみステーションに粗大ごみを出して市の方で回収していた

だくサービスをありました。しかし、いろんな問題点が出てきて、今の方法になっ

たと思います。 

現在粗大ごみは、直接資源センターへの持ち込みが原則となっており、個別収集

については、１点当たり１，０００円の費用が掛かります。運搬や費用に町民とし

ては不便を感じております。このことから、年１回か２回大型トラック等で各町内

を回り、係員付き添い、時間限定で粗大ごみの回収を行っていただけないでしょう

か。 

Ａ⑦ 経済環境部長（清掃事業課） 

現在の粗大ごみ受付センターへの持ち込み制度は、過去に行われていました町内

単位のステーション年４回の収集では、テレビ、冷蔵庫等の家電４品目を処理する

際に、リサイクル料金を負担しないままステーションに出されるというおそれがあ

ると、それから指定排出日になかなか出す作業の都合が合わなかったり、引越しや

年末の片付けなどで、粗大ごみを指定日以外の特に土曜日、日曜日、祝日に出した

いといった大きく２つの要望に対応する方法として平成１３年度から実施したも

のであります。 
遠くまで運ぶことのできない方、特に高齢者世帯には負担が大きいかなとは思い

ますが、土日祝日も含め、ほぼ毎日引き取り先である粗大ごみ受付センターが開い

ております。家電４品目以外はお金のかからないこの制度は、現在、多くの市民に

受け入れられているものと判断しております。 
持込に際しては、運搬用の車両を持たない市民に対し、土日祝日を含め、軽トラ

ックを無料で貸し出しをしております。こういった制度も同時に開始し、運搬手段

の確保に努めております。 
ご提案をいただきました「町内単位、年１、２回、係員付き添い、時間限定」と

いう内容につきましては、市の作業が平日の昼間になるためあまり需要が見込めな

いということと、約２００の町内会に対応するためには、人件費や車両の手配など

の維持管理に大きな費用がかかることから実施は難しいと考えております。 
無料トラックの貸し出しの利用促進を進めながら現行制度を継続していきたい

と考えておりますので、ご理解をお願いします。 
 

Ｑ⑦ 再質問 貸し出し車両の保有台数と利用頻度はどのくらいでしょうか。 

Ａ⑦ 再質問 経済環境部長（清掃事業課） 

現在車両は、軽トラックを２台用意しております。利用頻度は、毎日の利用もあ

れば２、３日空いていることもあります。当日でも空いていれば貸し出しは可能で

すので、利用をお考えの場合には清掃事業課へ問い合わせていただきますよう、お

願いします。 
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その他① この地区もご他聞にもれず高齢化が進んでおります。高齢化が進みます

と一人暮らし老人が増えまして、空き家の増加につながります。空き家が増えます

とその隣近所の方が防犯上また防火上心配されます。 

 そこで他市では、空き家管理条例を作っていると聞いたことがありますが、豊川

市の対応はいかがでしょうか。 

その他①Ａ 建設部次長 

 空き家管理条例につきましは、現在、市議会の建設消防委員会で豊川市としてど

のようにすべきかを調査・研究していただいております。今月の１３、１４日には

私も随行しましたが、千葉県の柏市と松戸市へ空き家管理条例の行政視察に行かれ

ました。その中、家が朽ち果てそうな場合はもちろんですが、庭木の繁茂による交

通や隣近所への障害などいろんなケースが想定されておりました。 

現在本市では、それらの対応を消防、環境、道路維持など各課でしておりまして、

市議会と同様に、今後どのような空き家管理条例がいいのかを担当部課を交えて調

査・研究をさせていただいております。今後どのような形になるか分かりませんが、

進めておりますのでよろしくお願いします。 

 

市長あいさつ 

 本日は熱心なご議論ありがとうございました。いただいたご意見を持ち帰りまし

て、市としてできるものはしっかりと対応させていただきます。またそれ以外でも

何かありましたら市役所へ申し出いただいて、できる対応はすぐにしてまいります。

よろしくお願いします。ありがとうございました。 


