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桜町連区の市長を囲む懇談会【概要】 

 
日 時 平成２４年１０月２９日（月）午後７時から午後８時２０分まで 
場 所 桜町地区市民館 
参加者 連区長始め３５名 
    市長、副市長、企画部長、健康福祉部長、市民部長、都市対策監、建設部 

次長、上下水道部長、教育部長 
 
連区長あいさつ 

 こんばんは。お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。 
また、市長始め各部長さんには、ご出席いただきましてありがとうございます。 

 今回の囲む懇談会については、地元の鈴川市議が連区の役員をやっておられ、い

ろいろ相談ができますので、あえて開催する必要はないかと考えましたが、未開催

連区であることから区長さんたちに相談した結果、開催することとしました。 
 今回は、事前に質問を５つ選び、市に提出しました。本日、各担当部長さんから

それぞれ答弁をいただけると思います。最後までよろしくお願いします。 
 
市長あいさつ 

 こんばんは。桜町連区の皆さんには、大変お世話になっております。新市民病院

につきましては、工事も順調に進んでおりまして日に日に形を現しております。こ

の間大変ご協力をいただきまして、改めて感謝申し上げます。建物は今年中に完成

しまして、その後の準備を経て、来年５月の連休明けの開院を目標に一生懸命がん

ばっております。 
８月には、南海トラフの巨大地震が発生した場合の被害想定を、政府が公表しま

した。この地域は、震度が最大で７、津波は最大４ｍと示されておりまして、防災

対策は喫緊の課題だと認識しております。 
今、消防南分署を小坂井と御津の境に建設しております。こちらからも近く、救

急車も配備しておりますので、有効性があると考えております。 
そして、桜町小学校では、場所を変えましてプールの建設をしております。より

安全で快適なものになると思います。 
来年の１１月９、１０日に、Ｂ－１グランプリの全国大会を豊川市で開催するこ

とが決定しました。先週行われた北九州市の大会では、大きな扇を引き継いでまい

りました。Ｂ級グルメは大変人気がありまして、非常に大きな大会になるだろうと

思っております。実行委員会で具体的な対策を立てて、豊川に来てよかったと、し

っかりとおもてなしをしていきたいと考えております。是非、皆さんにもご協力を

お願いいたします。 
 今日はいろいろ課題を頂いておりますが、今後に向けてよりよい方策を考えてま

いりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 
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鈴川市議あいさつ 

 皆さんこんばんは。今回の囲む懇談会は、連区長さんが苦慮されたのだろうなと

思います。今回の質問の５項目については、多くの担当部長さんが答弁されると思

います。市としては予算をつけていただいて、地元の方には事業に対するご理解を

していただきたいと思います。 

 大変立派で、全国にも誇れる市民病院ができます。しかし、直線道路を廃道にし

て作った道路の評判が地元ではよくありません。地元の人へは、当時、図面で十分

説明をしていただいたわけですが、現実に道路ができてからよい評判が聞こえてき

ません。そうすると八幡、野口など各交差点の整備が必要と考えますので、よろし

くお願いいたします。 
 
Ｑ① 市民病院開院後の桜町地区市民館前へのコミュニティバス停留所の設置に 

ついて 

 この桜町連区は、高齢者、高齢世帯が比較的多いので、病院への足の確保が必要 

と考えております。現在この地区にはコミュニティバスは走っておりません。新市

民病院開院後は、是非停留所を設置していただきたいと思います。停留所の位置は、

地区市民館前がいいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

Ａ① 市民部長（地域安心課） 

市では来年５月の新市民病院開院に向けて、コミュニティバスの運行ルートの見

直しを行っております。 

結論から申し上げますと、ご要望のありました地区市民館前のバス停は、市とし

ましても設置したいと、今、「ゆうあいの里小坂井線」のルートがありますが、そ

のルートを見直してこの前にバス停を設置したいと考えております。詳しく申し上

げますと、「ゆうあいの里小坂井線」のルートに小坂井の「あつみ宿店」のバス停

がありまして、そこから現市民病院の方へ向っております。そのルートを旧国道か

ら真っすぐ行き、「桜町」交差点からこちらに入るルートへの変更を考えています。 

また、小田渕地区を含めた旧国道沿いへのバス停設置についても検討を行ってお

ります。具体的なバス停設置につきましては、スケジュールでは、年明けに地域公

共交通会議で最終的に承認といただく予定ですが、現在は、承認に向けて豊川警察

署と協議中であります。その警察署との協議が整った段階で、地域公共交通会議に

かける前に、桜町連区の区長さん方に、是非説明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。 

バス停は、民家の前になることもございます。区長さんへの説明をした後で、各

家庭へご相談やお願いをするわけですが、その場合、区長さん方にはご協力をお願

いします。 

 

Ｑ①関連質問 小田渕地区の旧国道は、非常に狭いのでバス停の場所をよく考えて

欲しい。 
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Ａ①関連質問 市民部長（地域安心課） 

 具体的には決めておりませんが、小田渕地区では難しいかもしれません。そうす

ると小坂井地区の可能性もありますが、できるだけこちらに近いところをというこ

とも含めて検討しております。 

 

Ｑ１意見 

 ローソン小坂井店の側に中村材木店の作業場がありまして、そのあたりしかない

かと思います。 

 

Ｑ② 小田渕町７丁目（通称本郷地区）の下水道整備について 

 小田渕町３丁目と４丁目では、現在、下水道の工事が行われています。小田渕町

内で整備が行われていないのは、本郷地区である小田渕７丁目だけという状況です。 

 市街化調整区域への整備は難しいと思いますが、合併により豊川市の中心になっ

た小田渕町へのできるだけ早い下水道整備をお願いします。 

Ａ② 上下水道部長（下水整備課） 

下水道事業の目的としましては、生活環境施設の整備改善と公共用水域の水質汚

濁を防止することです。その中、昭和４７年から本市は、下水道整備事業に着手し

ておりまして、順次拡張整備を行なってまいりました。以来約４０年が経過し、平

成２４年３月末時点で市街化区域の約７９％の整備を終えております。 
市では、今後もより一層の下水道整備の推進を図る考えでありまして、現在は、

第９次拡張整備計画に基づき、市街化区域を中心に市内１５地区において展開をし

ております。平成２１年度から成３０年度までの１０ヵ年計画で整備を進めている

ところであります。 
桜町連区内におきましても、この第９次拡張整備計画により、小田渕地区の市街

化区域を平成２２年度から２６年度の５年間で整備を進めているところでありま

す。 
 次に今後の下水道整備の考え方でございますが、平成３０年度までは、第９次拡

張整備計画の整備を進めていきます。この計画が予定どおり進みますと、平成３０

年度末には市街化区域の約９０％が整備済みとなります。 
したがいまして、次の拡張整備計画につきましては、第９次拡張整備区域完了後、

速やかに整備に取り掛かるために、平成２７年度頃には、次期拡張候補についての

検討をしてまいりたいと考えております。 
この候補地の選定につきましては、市街化区域の残り１０％の整備を計画すると

ともに、市街化調整区域につきましては、特定環境保全公共下水道事業として周辺

の整備の状況や、費用対効果などを検討するとともに、地域でのご要望を加味しな

がら、決めてまいりたいと考えております。 
今回、ご要望の小田渕町７丁目、通称本郷地区につきましては、市街化調整区域

ではありますが、幸いにも、地区に隣接して公共下水道の幹線管渠が通っておりま

す。比較的、費用対効果の高い地区となりますので、第１０次拡張整備計画の有力
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な候補地と認識しております。 
また、この地区を整備することになると、関係する皆さんの一定数の同意が必要

となりますので、その際にはよろしくお願いしたいと思います。 
 

Ｑ③ 平成１６年５月に策定した愛知県の音羽川水系河川整備計画（白川、西古瀬

川）の早期実施について 

 最近の集中豪雨では、白川など川の水位が数年前よりかなり上昇しているようで、

住民は不安に感じている。 

 その中、平成１６年５月に音羽川水系の河川整備計画が、策定されているそうで

す。そこで堤防の草刈を含めた白川、西古瀬川の整備計画の内容を教えてください。 

Ａ③ 建設部次長（道路維持課） 

図面に沿って説明 

 白川と西古瀬川の河川整備計画について、河川管理者である愛知県へ確認しまし

たのでご報告をいたします。 
河川整備計画は、平成１６年度に策定されまして、今後、概ね３０年の期間に整

備をする区間や整備目標を定めたものであります。整備目標といたしまして、近年

大きな被害をもたらしました昭和５７年８月洪水と同等規模の降雨、これは概ね５

年に１回程度発生する規模の降雨ということで、この洪水被害を防ぐことを目標と

しております。 
まず、白川の整備計画と現状についてご報告いたします。 
河川整備計画では、音羽川合流点から白川橋、これは、姫街道に架かる橋ですが、

この区間約５ｋｍを河川改修の整備計画に位置づけております。河川改修は平成７

年度から着手しまして、音羽川の合流点から現在立切橋までの区間におきまして完

了しております。 
今年度は立切橋下流にあります立切堰を河川計画にあわせて上流に移転する工

事を実施しております。今後も引き続き立切堰の改築、立切橋の改築を実施しまし

て、順次上流へ工事を進めていく方針でございます。 
また、平成２０年度から姫街道の４車線化にあわせまして、一番上流の白川橋の

改築を実施しておりまして、河川改修も同時に行われ、今年度に完了予定でありま

す。 
 次に、西古瀬川の整備計画と現状についてご報告いたします。 
河川整備計画は、白川の合流点から上流の中田橋付近、これは、豊川西部区画整

理地内ですが、この間約４．５ｋｍを整備計画としております。平成５年度からは、

上流にあります豊川西部土地区画整理事業に併せまして、筋違橋から中田橋付近の

間の１．８ｋｍについて整備してまいりました。上流だけ整備してしまいますと、

下流に影響がありますので、断面として時間当たり２０ｍｍ降雨相当ということで、

事業を実施しております。今後は、下流が整備されれば、河床を掘削することによ

り整備が完了します。現在は区画整理地内の改修や姫街道に架かる筋違橋前後の改

築が完了しています。 
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今後は、筋違橋上流にあります宮前橋の改築に着手しまして、筋違橋までの残区

間を平成２６年度目標に改修をする予定とのことでございます。 
区画整理にあわせて暫々定改修が終わりましたら、下流で改修をおこなっている

白川の事業進捗をみて、白川合流点から上流へ向けた改修を進める予定とのことで

ございます。 
最後に、愛知県の河川整備の考え方についてご報告いたします。 
河川事業は、下流から改修することを原則としておりますが、白川・西古瀬川と

も下流に比べ上流部に市街地が形成されている特徴があります。また、下流部に道

路橋・鉄道橋・堰など重要な構造物が多く存在し、河川改修とあわせてこれら構造

物を改築していくためには多大な事業費や事業期間がかかります。そのため、上流

部における区画整理事業にあわせた暫々定改修や、道路事業にあわせた橋梁の改築

などのネック点解消にも対応しつつ、流域の浸水被害が少しでも軽減できるよう改

修をおこなってまいります。 
本市といたしましても、今まで同様。今後も早期の改修を要望してまいります。 
また、本年度に豊川市では、警戒水位表示板設置工事として、橋からの水位監視

作業を容易に行うことができるように、護岸ブロック等へ大型の水位表示を、直接

書き込む作業を実施しました。 
 これまでは、豪雨時に消防団員などが、橋の上に行って巻尺などで川の水位を直

接計測していました。この方法では時間も掛かり、夜間などは大変危険の伴った作

業となっていました。 
今回、この表示を橋から見える護岸ブロック等へ、大きく表示をしたことにより、

誰にでも危険水位の監視ができるようになり、地域住民の方でも水位の確認が可能

になりました。 
この表示は、佐奈川には、前川橋を始として全８箇所、白川では、卯足橋ほか全

４箇所について設置をしています。 
愛知県の管理する２級河川ではありますが、豊川市としましても、このような表

示板を設置するなど、防災対策の充実を図っていきます。 
 堤防の草刈につきましては、どの地区からも要望があります。愛知県全体で考え

ますと、どこも草刈は１回でお願いしており、ここだけ２回にするわけにはいかな

いという回答しかいただけませんでした。 

 

Ｑ③再質問 時間当たり２０ｍｍは最近の集中豪雨からして大丈夫ですか、具体的

に改修とは護岸のようなものですか、また、３０年の計画期間は何とかなりません

か。 

Ａ③再質問 建設部次長（道路維持課） 

時間当たりの降水量の考え方ですが、整備計画の前に音羽川水系河川整備方針を

立案しております。これは５０年確立（時間当たり７９ｍｍ程度）という長期の目

標ですが、そこまで直ぐに改修はできませんので、整備計画では５年確立（時間当

たり５０ｍｍ程度）として計画をしております。それが今下流から立切橋まできて
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いるということです。現況の河川容量が時間当たり２０ｍｍ程度という状況で、こ

れを下流から改修していきます。 
冒頭申し上げました西部区画整理地内では、河川用地は確保されておりますので、

幅については将来の計画断面の幅になっておりまして、河床を下げることによって

５年確立（時間当たり５０ｍｍ程度）に対応できるものとなっております。ところ

が上流で５年確立に対応した河川断面を確保してしまいますと、どうしても下流に

影響があるということで、区画整理地内は下流に影響のない現況の２０ｍｍ程度の

断面としております。 
護岸につきましては、今は、多自然河川といいまして、あまりコンクリートを使

わない護岸工事を進めている状況です。橋など重要構造物があるところには、当然

コンクリート護岸をやりますが、今は、なるべく川に親しむような河道内について

は、生態系や景観に配慮した河川になるよう検討されているようです。 
河川整備計画は、策定された平成１６年から８年ほど経過しており、３０年計画

ですので約１／４の時が経過しております。単純計算しますと計画の２５％くらい

は進んでいることになりますが、現実には約１０％しか進んでおりません。今後は

名鉄本線や国道１号線の横断がありますので、相当費用や時間がかかります。あく

まで整備計画は目標ですが、少し難しいというイメージがあります。 
 

Ｑ③意見 白川の田畑橋の下は、小田渕公園から見ると土手がかなり下がっていま

す。大雨が降ると溢れないか心配です。 

Ａ③意見 建設部次長（道路維持課） 

 河川の維持管理では、危険箇所についてご指摘いただければ要望もしております

ので、よろしくお願いします。 

また、今回の箇所は一度確認します。 

 

Ｑ③関連質問 卯足橋から下流にかけて、スズキ自動車の南側は、堤防より低いと

ころに住宅が密集しています。大雨のときに水が堤防を乗り越えてこないか心配で

すので、住宅地への配慮として手立てを考えていただけないでしょうか。 

Ａ③関連質問 建設部次長（道路維持課） 

 土砂が溜まったときの浚渫などは対応しますが、やはり下流から整備しませんと、

他に影響があります。抜本的な改修を今後も県に要望してまいります。 

 

Ｑ④ 桜町地区への児童館の設置について 

 子どもたちを取り巻く環境は、いじめや不登校、虐待など複雑で、社会問題にな

っています。子どもたちが心身共に健やかに育つためには、親御さんを支える拠点

として、また、子育て支援の拠点としての場所が必要です。そこで、桜町小校区に

児童館を設置して欲しい。 

Ａ④ 健康福祉部長（子ども課） 

 本市では、子ども達の遊べる場として、また、子育て中の親子のふれあいの場と
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して、子育て支援策の一つとして児童館を整備してまいりました。近隣の市と比較

しても児童館の数は多く、児童館以外にもプリオの５階につどいの広場を開設しま

して、これらの施設は、市内だけでなく市外の方も含め多くの方に利用していただ

いております。また、児童館の運営に関しましては、地域の方にもいろいろとご協

力をいただき、この場をお借りしまして、感謝申し上げる次第です。 
児童館の整備計画につきましては、子育てに関する計画としまして、豊川市次世

代育成支援対策行動計画を策定しております。この計画におきまして、児童館の整

備計画についても定めております。その中で、各中学校区に１館整備するという計

画のもと、昨年度中部中学校区に「はちなん児童館」を整備いたしまして、今年度、

最後に残りました西部中学校区に「ごゆ児童館」を建設中でございます。これで新

規の児童館整備は終了しますので、今後は古くなってきている既存の児童館の更新

等が課題となっております。 
ご要望のとおり最寄りに児童館が欲しいというお話は他の地区でも伺うことが

ありますが、先ほども申し上げましたとおり、児童館は中学校区に１館という計画

で、また、広くどなたでも利用できる施設という性質でありまして、遠い近いとい

う不便さを感じられる方も見えると思いますが、どうかご理解いただきたいと思い

ます。 
また、桜町地区ではボランティアの方にご協力をいただきまして、毎月市民館で

読み聞かせを行っていただいておりますが、こうした既存施設等を利用していただ

く中で、地域の皆様のお力添えをいただきながら、子育て支援に取り組んでまいり

たいと考えておりますので、今後もご理解、ご協力をお願いいたします。 
 

Ｑ④ 再質問 建物を作るのは予算的に難しいとなりますと、人的なものを含めて

例えば、市民館の特定の曜日に何らかの事業をやるなど、何か考えいただけるとあ

りがたいのですが。 

Ａ④ 再質問 健康福祉部長（子ども課） 

 現状は、残念ながら市民館へ人を派遣するような制度は持っておりません。今後

そういったことができるシステムを検討課題として、研究してまいりたいと思いま

す。 

 

Ｑ⑤主要地方道桜町小田渕線と県道白鳥豊橋線（通称旧国道）との交差点への安全

対策について 

 国道１号線の桜町交差点を西側に入り旧国道と交わった交差点は、朝と夕方の車

の交通量が多く、スピードがかなり出ている。この箇所は、信号機もなく、交通指

導員も事故にあったようで、通学路ともなっていることから早急な安全対策が望ま

れます。さらには、事故により他の校区から交通指導員が応援で来ていただいてお

り、交通指導員の補助員のような制度が考えられませんか。 

Ａ⑤ 建設部次長（道路維持課） 

この箇所は、県道白鳥豊橋線と市道桜町小田渕線との交差点であり、それぞれ、
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愛知県と本市が管理を行っています。また、ご要望にあります信号機の新設ですが、

信号機は警察署の管轄となります。 
 信号機の設置箇所につきまして、これまでの実績では、豊川市内において年間で

１、２箇所程度で、警察へ要望しても短期間での設置は困難な状況にあります。 
信号機を設置するためには、信号機の支柱を建てる用地や、歩行者が安全に信号

待ちできる滞留所の用地が必要になりますが、現在の交差点の形状では、道路幅が

狭く、滞留所や信号機の支柱等を建てる用地がありません。 
これらの用地を確保するためには、住民の皆さんのご理解とご協力をいただき、

用地買収等をさせていただくことになります。また、国道１号線の交差点との距離

が短いことから、信号待ちの待機車両の台数が確保されず、県道にまで影響され、

信号機設置によっては交通への影響も多大に考えられますので、交差点や道路形状

について、国、県との協議をしたうえでのことになります。協議の結果によっては、

市道や県道に右折帯を設置するなど、大掛かりな交差点拡幅改良工事となることも

考えられます。 
現在、当該交差点には既に注意喚起を促すカラー舗装が実施されており、その効

果を確認しているところでございまして、交差点拡幅改良工事の明確な予定は立っ

ていないのが現状です。 
 なお、小田渕地区の小学生の通学路に対する安全につきましては、教育部長から

お答えします。 
 
Ａ⑤ 教育部長（学校教育課） 

 今年４月２３日に京都の亀山市で、集団登校中の児童９名と保護者の女性１名の

列に、無免許運転の自動車が突っ込みまして、３名が死亡するという悲惨な事故が

ございしました。この事故を受けまして、豊川市教育委員会では、４月２５日に通

学路の安全点検を急遽、各小中学校に依頼し、危険箇所の把握に努めました。 
また、その後、愛知県や警察あるいは文部科学省からの通知によりましても、各

小中学校に登下校における安全について注意喚起及び指導の徹底を依頼している

ところであります。 
 さらには、６月８日に、文部科学省より「通学路の交通安全の確保の徹底につい

て」ということで、通学路における緊急合同点検の依頼がまいりました。この依頼

は、各小学校からの情報をもとに、所轄警察署の交通課や市町村及び県道路管理者

と連携を図りまして、危険箇所の把握及び安全対策を施すようにというものです。 
 調査の結果、市内の小学校から１５０箇所を超える危険箇所の報告がされており

ます。そして、桜町小学校からも今回の交差点を含め、７箇所の危険箇所が報告さ

れました。７箇所中６箇所の危険箇所では、カラー舗装、路肩のカラー舗装、ガー

ドレールの設置等の安全対策が施される予定だと聞いておりますが、この交差点に

ついては、カラー舗装や交通指導員による誘導等も実施されておりまして、信号機

につきましては、建設部から説明があったとおりの状況でございます。その中で、

教育委員会としまして子どもの安全のために何ができるかと、桜町小学校と協議を



9/10 

しまして、通学路の変更をしたらどうかということであります。これは、今回の交

差点から１００ｍほど国府よりに路地がありまして、今ありますガードレールは一

部撤去しまして旧国道との交差点に横断歩道を設置してはということを考えてお

ります。通学路を変更する場合には、学校、保護者の方、そして地域の方、警察等

関係機関と協議し、教育委員会へ届け出るものとなっています。今学校では、父兄

の方に、このように考えてはどうでしょうかと、投げかけをさしていただいており

ます。まだ、そのことに対する意見はいただいておりませんが、意見を取りまとめ、

また、地域の方たちとご協議をさせていただきまして、その結果その方が今取り得

る方策としてよいのではとなれば、変更ということで考えていきたいと思っており

ます。 
 
Ａ⑤ 市民部長（地域安心課） 

 交通指導員は、市内２６小学校に一人ずつ配置しております。全体を４ブロック

に分けており、病気やけがなどで欠けますと、その中で補うように対応しておりま

す。この状況において、検討しておりますのは、あらかじめ補う人を確保しておこ

うということです。 

早急に結論を出したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

その他① 現在の市民病院の跡地はどのようにされますか。 

その他①Ａ 副市長  

 市民病院の跡地は、市も入りました地権者の協議会で協議しておりまして、概ね

３カ月に１回会議を開いております。あの土地は、６割が民間の方の土地で、２．

８ｈａほどあります。どういった運用をしていくのがいいかと、豊川商工会議所へ

委託をしまして検討をしていただきました。その中で、地域の方にアンケート調査

をしまして、その結果、小さくてもいいので医療施設が欲しいとか、地震など災害

時の避難地として欲しいとか、ほかにも子育て施設やスーパーなど多くの意見がで

ました。それに基づきまして、開発業者を入れまして、市が払っております借地料

と同等か、またはそれ以上の収益がでるようにするためのシミュレーションをして

おります。そして、来年の３月までには、どういったものを入れていくのかを決定

してまいります。 

 

その他② 大規模災害が発生すると道路が寸断され、消防が現場に来れないことが

想定されます。そこで、地元の消防団に人命救助の機材として、油圧ジャッキやエ

ンジンカッターなどを整備していただいたり、その技術者を養成できませんか。 

その他②Ａ 副市長  

 地震などの大災害時は、道路も寸断されてしまいますので、地元の消防団、自警

団、防災ボランティアの力をお貸しいただかないとならないと思います。 

 阪神・淡路大震災の後は、消防署などにバールなどの工具を配備したり、地区に

は、防災倉庫を持っていただいたりしておりますが、市では、避難時の食料などが
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中心であります。 

 今回のご提案は、問題提起をいただいたということで、一度担当課に検討するよ

うに指示をいたします。 

 ただ、幅広く配備することになりますし、効果や財源も含めての検討になると思

います。 

 

その他③ 今人口の４分の１は６５歳以上という高齢化になっております。皆さん

健康には気をつけていて、朝晩ウォーキングをされる方がたくさんおみえです。   

その中、佐奈川沿いを歩きますと、姫街道から下は、草が生い茂り、歩きにくい

状況にあります。階段などを設けて橋の下を通れるようにしていただきましたが、

草のためあまり役に立ちません。 

 市としても、せめて階段の周辺の草刈をしていただくよう県に働き掛けてもらえ

ないでしょうか。 

その他③Ａ 副市長  

 ウォーキングをされる方が多いことは承知しております。姫街道から上のであい

橋までの遊歩道の整備は、市でしておりまして、歩道の両脇１ｍは市に責任がござ

います。県が草刈の回数を減らす中、市としても佐奈川の会などのＮＰＯに委託し

て、草刈をしておりますが、すぐに伸びてきてしまい、なかなか行き届かない状況

にあります。 

ご要望にあります、橋の側の階段周辺の草刈は県管理でありまして、この場でや

りますというご返事はできませんが、相談をさせていただきます。 

 

その他④ 同報系防災行政無線は、天気のよいときはある程度聞こえますが、台風

など肝心なときに聞こえにくいですので、対応をお願いします。 

その他④Ａ 副市長  

 このことは市議会でもでております。もともと旧町では、個別受信機を置いてい

るところもありまして、それを各家庭に配備すればという意見もあります。 

また、蒲郡市では、アナログ方式の防災ラジオを１台千円くらいで販売しました。 

豊川市では、デジタル方式で１台５、６万円かかりまして配備をしていくのは難し

い状況です。 

現状、台風などで必要な場合は、市の広報が車で危険箇所は回っておりまして、 

全体としてより効果的な周知方法があるかを検討したいと思います。 

 

連区顧問あいさつ 

 本日はどうもありがとうございました。私どもの設問に対する解答は、現在でき

る最大の回答であったかなと理解しております。ハードルは高いと思いますが、一

歩一歩進めるような動きをしていただきたいと思います。 

 別件になりますが、国道１号線の穴田の交差点の右折帯の工事が始まったようで

して、ありがとうございました。これで、市長を囲む懇談会を終わります。 


