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諏訪連区の市長を囲む懇談会【概要】 

 
日 時 平成２４年７月１０日（火）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４０名 
    市長、副市長、企画部長、経済環境部長、都市対策監 
 
連区長あいさつ 

 こんばんは。お忙しい中市長を囲む懇談会に参加して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、こういう機会を与えていただ

きありがとうございます。よろしくお願いします。 
 市の施策の進め方について、「どうなっているのか、こうしてほしい」とか感じ

ることがあると思います。そういったことも含め諏訪連区全体としての積極的な発

言をお願いします。 
 
市長あいさつ 

 こんばんは。日頃は市政運営にご協力いただきましてありがとうございます。始

めに豊川市政の現状を少し話させていただきます。３月の議会におきまして平成２

４年度の予算を議会でご承認いただきまして、今２４年度が始まっております。 
 予算額では、一般会計が５７８億円です。これは昨年よりも６％多い予算であり

ます。そして特別会計と企業会計を合わせますと１，２５６億円となります。昨年

度と比べまして１６％の増という状況でございます。経済状況が大変厳しい中で、

このような大型予算が組めたということも、皆さん方のご理解とご協力のおかげで

あり、感謝申し上げます。 
 新市民病院の建設は、今のところ順調に進んでおります。建物は今年中に完成し

まして、開院は来年の５月の連休明けを予定しております。市民病院につきまして

は予算の目処がある程度立ちましたので、これからはなかなか手がつけれなかった

事業を進めようと、今年は、消防署の南分署を建設中でございます。これは、合併

をしました御津・小坂井地区への救急車の到着が、他の地区に比べて遅いというこ

とで、これを少しでも解消しようというものです。 
 そして今日小坂井町で、南部学校給食センターの起工式が執り行われました。１

日１万食を調理できる大きな給食センターで、来年の９月には稼動できるように進

めてまいります。 
 現在市内には、小学校が２６校、中学校が１０校ありますが、施設の老朽化が激

しい状況にあります。順次計画的に建て替えをということで、今年度は東部小学校

の校舎建て替えの設計を行ってまいります。 
 昨年は、中日本・東海Ｂ－１グランプリを諏訪地区周辺で開催いたしました。 
この大会には２１万８千人という多くの来場者があり、大変にぎわい、大成功を収

めました。これも皆様方のご協力のおかげであり、感謝申し上げます。また開催に



2/9 

よる経済効果は１２億円あったといわれています。来年の秋にはＢ－１グランプリ

の全国大会を開催することとなりました。昨年姫路市で開催されました全国大会は、

出店数が６３団体、入場者が５１万５千人という大規模なものでした。今年の北九

州市を経て、来年の豊川市での開催では、さらに規模の拡大が予想されます。豊川

市だけでは対応が厳しいことが予想されますので、東三河全体でお手伝いしていた

だけるようになればと考えております。また来年は、市制施行７０周年という記念

すべき年でもあります。７０周年のメイン事業として取り組んでまいりたいと思っ

ております。今年はそのプレイベントとして「あいちを食べにおいでん祭」を１０

月に開催いたします。これを成功させて来年に勢いをつけていきたいと思っており

ます。 
 諏訪地区の皆様方には、いろいろな面で大変お世話になりますが、今後ともよろ

しくお願いいたします。 
Ｑ① 諏訪商店街が姫街道、南大通の街路灯を維持管理しているが、この維持継続

が困難になってきた。現在諏訪連区の各町内も一部電気代を負担しており、これ以

上の負担は難しい。そこで、諏訪地区の活性化にからめた街路灯の存続の方法につ

いて 

Ａ① 都市対策監（都市計画課） 

現在、諏訪商店街振興組合さんが所有している街路灯でございますが、姫街道、

南大通あと諏訪町駅周辺にもありまして、全部で６７灯設置されていると聞いてお

ります。街路灯が存続できる方法につきましては、仮に商店街さんが手放された場

合の存続方法として、いくつか考えてまいりました。 
１番目の方法としましては、街路灯を行政、つまり道路管理者が道路の照明灯と

して引き継いで維持管理するというケースですが、いずれも県道敷にあることから、

愛知県に確認をしたところ、商店街の街路灯と県の道路照明灯では規格や明るさが

大きく異なるなどの理由によりまして、県が引き継いで維持管理していくというこ

とは不可能であるとの回答でした。同様の理由で市が引き継ぎ、県道占用して維持

管理するということも無理かと考えます。 
２番目の方法として考えられるのが、街路灯を町内会で引き継いで、維持管理し

ていくケースですが、これまで、商店街の街路灯は、電気料金を「商業団体等事業

費補助金」ということで、商店街の補助金を受けていました。商店街街路灯の電気

料の補助金は、その照度(ワット数)に応じて補助金額が決められておりまして、諏

訪商店街の街路灯の場合、1 灯あたり年額３，０６０円というものでした。仮に街

路灯を町内会が引き継いだ場合、町内会に対する街路灯の補助金は、３，０６０円

とはいかなくなります。町内会へは「防犯灯電気料補助金」となりまして、１灯あ

たり年額１，５００円と下がってしまいまして、町内の負担する電気料が現在より

大きくなるものと考えられます。今のお話ではこれ以上の負担は無理だということ

でしたので、現実には、この２番目の方法も難しいのではと思われます。 
そこで、３番目といいますか、今日提案させていただく方法は、現在の街路灯が

かなり老朽化していることも踏まえまして、一旦商店街において街路灯を撤去して
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いただいた上で、まず道路管理者である愛知県にできる限り道路照明灯の追加新設

をお願いします。これは市でやります。それでも、暗くて防犯上問題のある個所に

ついては、町内で防犯灯を新規設置していただいて、防犯灯として維持管理してい

ただくというものです。 
なお、「諏訪地区活性化にからめて」という点ですが、中心市街地でもあります

ので、道路や公園には、できるだけ照明などの配慮をしてまいりたいと考えており

ますが、市で設置できる道路照明灯は交差点やカーブなど、交通安全上必要な場所

に限定されております。こうした基準は、市内一律で行なわざるを得ませんのでご

理解を願います。 
Ｑ①再質問 町内会で防犯灯を新設する場合、設置に係る補助金について 

Ａ①再質問 都市対策監（都市計画課） 

４町内では、一般の防犯灯も持っておられますので、ある程度はご存知かと思い

ます。町内が、防犯灯を新設する場合には、「防犯灯設置費補助金」という制度が

ございます。現在の規定では、補助金の上限額として、１灯あたり照明器具のみの

設置の場合、これは一般的に中部電力の電柱に蛍光灯の部分だけ付けるイメージか

と思いますが、この場合の補助金が１６，０００円。照明器具とその支柱を合わせ

て設置の場合が３０，０００円となっております。なおかつ経費の７割以内という

制限がかかっております。仮に電柱に付けるタイプで、１灯あたり材料と工賃合わ

せて３０，０００円かかったとしますと、７割は２１，０００円ですが上限額が１

６，０００円ですので、町内負担は３０，０００円から１６，０００円を引いた１

４，０００円ということになります。防犯灯の数にもよりますが、こうした補助制

度を使っていただくことにより、これまで負担していた電気料金、言い換えると商

店街様に負担していた商店街の街路灯の電気料金と従来の防犯灯の電気料金の総

額を増やさずに、防犯灯を計画的に設置していくことは可能ではないかと考えられ

ます。この防犯灯の設置に関する補助金は、市民部の地域安心課が所管しておりま

すが、冒頭でお話ししましたように、愛知県との調整などもございますので、この

件に関しましては都市計画課で担当をさせていただきますので、町内会で方針が決

まりましたら、ご連絡をしていただけるようお願いいたします。 
Ｑ①再々質問 陸上競技場が新しくなったり、Ｂ－１グランプリの全国大会が開催

されるなど外から人を呼ぼうとしている中で、南大通や姫街道沿いなど中心市街地

である諏訪地区において防犯灯の新設で景観的にいいのか。 

①再々質問 都市対策監（都市計画課） 

 都市景観は、 近、重要な要素になっております。特に、観光による来街者を確

保するうえで、照明も一つの要素であると思います。今後、そういったものを考え

ないかと言われれば、考えていかざるを得ないと思います。 
また諏訪地区の表玄関である県道が明るい方がいいのでは、というご意見など他

にもいただいておりまして、総合的な景観という意味で今後検討させていただきた

いと考えております。 
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Ｑ② 電力不足による計画停電などがいわれる中、本市への今年、また来年以降へ

の影響について 

Ａ② 経済環境部長（環境課）  
国は、平成２４年５月１８日に、今年の夏の原子力発電所の停止に伴う全国的な

電力不足に対応するため、電力会社管内ごとに節電目標を定め、中西日本全体、あ

るいは東日本の地域全体として電力融通を行うことにより、地域全体としての需給

バランスを確保する方針を示しました。 

これを受けまして、中部電力は、今年の夏の電力需給見通しについて、 も需要

の多い８月における 大電力を２，６４８万ｋＷと見込んでいます。また、供給力

については、火力発電所の定期点検時期を変更するなど供給力の積み増しを行いま

して、関西電力など需給状況が厳しい電力会社に、平日の昼間に１００万ｋＷの電

力を融通して、８月における供給力を２，７８５万ｋＷと見込んでおります。需要

に対して、供給余力がどれだけあるかを示す予備率で５．２％を確保できると予想

しておりまして、中部電力管内での供給は問題ないとの情報を受けています。 

その中、関西電力大飯原子力発電所３号機が昨日フル稼働をし、４号機も今月

中にはフル稼働をするだろうと聞いております。しかし今後も、西日本の各地域

の電力需給は厳しいので、中部電力としては、管内の安定供給を 優先に、家庭や

事業者に無理のない範囲で節電のお願いをして、西日本の電力の安定供給にも 大

限貢献していくとのことであります。電力需要が特に高くなる平日の午後１時から

午後４時の時間帯の節電にご協力をお願いしたいということであります。 
なお、万が一、発電所のトラブルなどで予備率が５％を割り込む場合には、報道

機関やホームページなどを通じて公表しまして、一層の節電をお願いするとのこと

であります。 
本市の対応については、予備率が３％を割り込むおそれがある場合に、愛知県

から「電力需給逼迫警報」の連絡がありますので、行政防災無線放送、防災メール

及び市ホームページにより、広く、市民や事業者の方に節電をお願いしますのでご

協力をお願いします。 
また、来年以降の電力需給の見通しについて大丈夫かとのことですが、中部電力

からの電力需給計画の情報提供がないため、現時点ではその内容についてお知らせ

することができませんので、ご理解いただきたいと思います。 

Ｑ③ Ｂ－１グランプリ全国大会は来年秋開催予定とのことだが、秋には諏訪地区

や市民館の祭りなどがあり、重ならないようにしたい。そこでＢ－１グランプリの

開催日など詳細について 

Ａ③ 経済環境部長（商工観光課） 

 平成２５年秋に開催予定のＢ－１グランプリｉｎ豊川については、中京圏では初

めての開催となり、全国からご当地グルメを活用して、まちおこしの活動を行って

いる団体が、多数参加する予定となっています。 

 ご当地グルメの日本一を決めるイベントとして全国的にも注目を集めておりま
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して、昨年の姫路大会では５１万５千人の来場者がありました。 

本市ではこれほどの集客力のあるイベントはこれまでに経験がありませんので、

全国に豊川市をＰＲする絶好の機会と考えております。 

 開催場所につきましては、出展団体の数が大きく影響することになりますが、昨

年の姫路大会では６３の出展団体がありました。同規模の大会と想定して、昨年、

諏訪地区で行った中日本・東海Ｂ－１の実績を考慮しますと、諏訪地区単独での開

催は事実上不可能と考えております。従いまして、諏訪地区とともに本市の中心市

街地である豊川地区も含めた会場の検討を行っていくわけですが、 終的な会場の

決定につきましては、この秋に設立を予定しております実行委員会によりまして決

定の運びとなります。 

 次に、開催日につきまして諏訪地区のお祭りや市民館まつりがあり、早く知りた

いとのことですが、開催場所と同様に実行委員会で決定することになります。６月

議会でご質問もあったわけですが、現段階では１０月下旬から１１月中旬を予定し

ております。今後、公式発表につきましては、今年１０月２１日に行われる北九州

大会の閉会式の場を予定しておりますのでよろしくお願いします。 

その他① 看護学校の建物の中には、市民病院に関係する機材が置いてあると聞い

ている。新しい病院ができた後で機材を運び出すなどしたら、町内会や連区として

使わせてもらえるのか。 

その他①Ａ 副市長 

看護学校の建物は、数年前までは医師会の経営で准看護学校としてやっておりま

したが、准看が制度上認められないということで、現在は使われていない状況です。

また建物の中には、ご質問にありましたように市民病院の機材が入っております。

この問題は、借地が６割を占める今の市民病院の跡地の問題とも関係をしておりま

して、今そちらの検討に入ったところです。 

 順番で行きますと、新しい市民病院を建てて、その次に今の市民病院の跡地の借

地の問題を処理し、その次が病院の機材を運び出した後の看護学校の活用方法とな

っていくと思います。こういったまとまった広さの土地ですと、その後の対応につ

いては地元の方々にご相談をしますので、今しばらくはお待ちいただきたいと思い

ます。 

その他②－１ 諏訪川の汚染は、発見するたびに市に連絡して対応していただいて

いる。しかし発生件数はここ１０年来減っていない。汚染は、金曜日の夜や土、日

など市役所の休みの日に発生するなど悪質化しており、これは汚染原因者が意識的

にやっていると思われる。 

 市の対応として、昨年は白濁の汚染があったときに汚染源と思われるところに看

板を立ててもらったが、白濁はまだ続いている。 

 市は、汚染が発生したときに水素イオン濃度を測るなどするが、それ以上のこと

は県にまかせるという姿勢ではなく積極的に関与してほしい。 

 また、例えば会社に立ち入ったときに工場廃液を採って保管し、汚染時に対比す

ることで原因を探すなど新しい対策を考えられないか。 



6/9 

 ６月２０日の朝、油による汚染が発生したときは、市に電話したが８時２５分ま

でなかった。時間外であり対応しないとしたら、市の施策で市民にボランティアを

お願いしている半面から妥当といえるのか。 

その他②Ａ－１ 経済環境部長（環境課） 

 河川の水質検査は県の業務でありますが、市民の安全、安心を 重要に考えるの

が市役所の役目であります。市としましても汚染の連絡をいただければすぐに発見

者などから情報を集めまして簡易検査を行うという対応をしております。 

 昨年の１１月には白濁の原因と思われる白い粉があったということで、それは県

の環境調査センターに持ち込みまして検査をしました。その結果、汚染につながる

物質は検出されませんでした。このように検査の必要があれば、なるべく県に持ち

込んでいきたいと思います。県に持ち込みますと結果が出るまでに時間もかかりま

して、そのあたりも要望してまいりたいと思います。 

 また、汚染源が諏訪川へ流れ込んでいる水路からなのか、投げ込まれているのか、

はっきり分かりません。終日パトロールするわけにもいきませんので、地域安心課

に青色回転灯をつけたパトロール車がありまして、そのパトロールのコースに諏訪

川周辺を入れてもらっています。 

６月２０日の職員の対応については、お電話をいただいたときに電話電源スイッ

チの切り替えを忘れておりまして、大変ご迷惑をおかけしました。 

その他②－２ 汚染源の調査をしたがわかりませんでしたと形式どおりに感じる。

それから一歩踏み込む方法を考えて欲しい。 

その他②Ａ－２ 副市長 

 公害の中で、騒音、振動、悪臭は市の役割ですが、水質、大気は県の役割となっ

ておりまして、水質について特定工場の検査など県が行っております。しかし、こ

の件につきましては長年申し出をされているということで、県としっかり相談する

ように、担当課に話をします。 

 電話の件につきましては、時間外ですと代表電話の方が対応が早いと思います。 

その他③ 豊川市開発ビルが今後どのようになっていくのか。 

その他③Ａ 副市長 

 開発ビルにつきましては、２２年度の補正予算と２３年度、２４年度の当初予算

の３回に分けて、市が床部分を買っております。今年は３階、去年は４階、その前

が５階の床部分でして、１０億円以上の支払いをしております。そのお金をユニー

の敷金の返済や個人所有の床の購入費用に充てております。 

 市が床を買ったことにより、安定的な高熱水費と共益費が見込めますので、以前

は１億円以上の赤字でしたが、来年は１５００万円くらいの赤字になると考えてお

ります。しかし借金自体は２０数億あり、大きな課題であります。現在、開発ビル

の新しい専務が中心になりまして、いかに売り上げを上げるのか、駐車場の利用率

を上げるのか、直営で行っいることを外部に出したり、いろいろな手を打っている

中であります。 

その他④ 高校野球愛知県大会が現在開催されている。東三河では豊橋球場で２５
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試合が行われるが、豊川市での開催はない。市野球場を使うことはできないのか。 

その他④Ａ 副市長 

 この意見は市議会からもいただいております。現在の市野球場で硬式野球の練習

をしようとすると、ファウルボールが外にでてしまい、ケヤキ並木の間と日本車両

前の道路を閉鎖しなければなりません。また球場の規格も外野の広さが若干足りな

いと聞いております。改修をするとかなりの費用がかかると思いますが、今教育委

員会の方に、どのくらいの改修費用がかかるのか、試算を出さしています。 

 もう一点、野球場があります豊川公園一帯は東海財務局の所有地で、彫刻一つを

建てるのにも許可がいります。もともと無償で借りていますのでスポーツ公園とし

てどんどんお金をかけることに東海財務局が許可をだしていただけるのかという

のも課題であります。いずれにしても方向性について議会へご報告をすることにな

っております。 

 

その他⑤ 市所有のバスが２台あるが、現状、町内会や子ども会には貸し出してな

いと聞いている。利用率に余裕があるならば、市民サービスの一環として利用条件

も見直して市民団体に貸し出しをしていただけないか。 

その他⑤Ａ 企画部長（秘書課） 

結論から申し上げますとバスを買う、維持管理をする、運転手の費用もかかると

いうことで、どちらかというとバスを使わない方向で検討しようと考えております。 
今後は利用の拡大をするという方向ではないということであります。 
 現状は、中型バスとマイクロバスを一台ずつ持っておりまして、中型が３３人で、

マイクロが２２人乗りです。使用目的は、市の行事、市議会議員や特別職の公務、

公益上必要と認めた団体の利用に限定しております。 
 使用許可の基準としては、例えば平日に限定するとか、距離は片道１００キロ以

内に留めるとか、飲食はだめとか、また公務ですので必ず職員が同乗すること、な

どとなっておりまして、観光バスのような使用はしておりません。 
稼動率につきましては、中型バスが７割、マイクロバスが５割という状況です。バ

スが空いているときは、運転手は他の公用車の運転をしておりまして、それ以外に

バスが運転できる職員はなかなかいないのが実情です。バスの使用目的は、先程も

申し上げましたように、市の行事が優先ということでありまして、稼動率だけでい

いますと、ご提案いただいた間口を広げて市民の皆さんに利用してもらってはどう

かというのも一理あるわけですが、ここで団体利用を増やしますと本来の市の目的

が達成できないと考えます。また町内会は１８６団体、自主防災会は２０３団体と

さらに子ども会も大変たくさんありますので、公平に使っていただくのはなかなか

難しいと思っております。冒頭のお答えに戻るわけですが、今後バスの廃止という

のも検討の視野に入れておりまして、今のところ大変恐縮ですが、利用拡大という

観点は現在持っておりませんので、ご了承いただきたいと思います。 
その他⑤（要望として） 貸し出さないことを前提にしたルールがあるということ

で、非常に残念です。市としても市民や町内会にいろいろ活動を頼んでくるわけで
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すので、それに対しては今の言葉は後ろ向きだなと思います。確かに経費削減は全

国的な流れですが、市民に役に立つなら逆に増やそうという発想があってもいいの

かと思います。やるためにはどうすればいいかと前向きな立場でお考えいただけれ

ばありがたいという要望です。 

その他⑥ この間の台風４号のときに姫街道から下流の地域で佐奈川の氾濫が心

配された。これから集中豪雨がきたときに大丈夫なのか。また今後、大木町に工業

団地を作ると、開発により佐奈川への流入量が増え、さらに増水するのではないか。 

 諏訪地区では会社の社宅などの取り壊しが進み、新たな建設は新東工業の独身寮

だけと聞いており、空き地ができると思われる。民間活力を利用するなど市の中心

市街地として活性してほしい。 

その他⑥Ａ 都市対策監（都市計画課） 

 佐奈川につきましては、昨年の台風で堤防の越水にはなりませんでしたが、その

寸前までいきました。佐奈川の水位を測る県管理の測定点が佐土町にありまして、

ここからはかなり上流に当たります。しかし実際には、もっと下流の小坂井地区の

ほうが氾濫の危険度が高いと思います。昨年の台風では、蔵子辺りで道路冠水が起

こりました。市としても頻繁に起きておりまして、県にばかりまかしておけません

ので、今年の予算で、秋の台風シーズンまでには旧豊川市と旧小坂井町との境のあ

たりに測定点を設置する予定です。また、佐奈川や音羽川のような市内の主要河川

については、消防団の出動水位を越えたときに市の建設部の職員が常に監視できる

ような体制をつくっていくように先日マニュアルの整備をいたしました。さらに避

難のときには、「何々小学校区の方は」と言えるような精度の高い情報をだせるよ

うな検討もしております。 

 大木の工業団地の開発につきましては、愛知県の企業庁で手がけていただけると

いうことも決まって事業を進めているところです。現時点の事業計画によりますと、

雨水については、地区の一番下のところに調整池を設けまして、雨が降ったときに

増えた水を一旦そこに貯めます。そして雨がやんでからその水を平常時と同じ水位

で川に流していこうという雨水対策を考えております。余分な水がでるとか、山の

保水力が落ちるとかには、人工的に対処する計画になっております。 

 諏訪地区は、中心市街地の重要な部分であり、以前いろいろな計画を作った事実

もございます。できれば有効な活用をしまして人口を増やし、商業集積を高めたい

という思いは持っております。情報があれば便宜を図るですとか、民活に向けて規

制の緩和ができないかとか考えて生きたいと思っておりますので、今しばらく時間

をいただきたいと思います。 

その他⑦ 日本車両と自衛隊の間の道路の工事は、平成２５年末までとなっている

が、なぜそんなにかかるのか。 

その他⑦Ａ 都市対策監（道路建設課） 

 この工事につきましては、特に豊川の北部方面から中心部に向けて、子ども達が

通るのに非常に危ないので歩道をつけたいという主旨から行っております。しかし、

工事をやってないのになぜ止めているのか、もっと早くできないのかとお叱りをい
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ただいております。 

 事情は、国からもらえる補助金のからみでございます。自衛隊が豊川にあるとい

うことで、防衛省から多額の補助金をいただいてやっている事業でございまして、

この補助金にはある程度上限があり一度にもらって工事をすることができません。

端的に申せばそのためでございます。 

 また今回の工事は、踏み切りの改良や上下水道の入れ替えなど道路以外にもいく

つか工事が重なっております。なるべく早く工事が終わる方法を考えておりますが、

開放までにはまだ１年ほどはかかると思います。 

 

市長あいさつ 

 今日は、貴重なご意見をいただきました。なかなか、はい、すぐやりますとはい

きませんが、持ち帰って検討させていただきます。今の政権になりまして、地域主

権として権限や財源の移管が徐々に進んでおります。その中、市民あっての豊川市

でありますので、いろんなことを皆さんと共にできる限り進めてまいりたいと思っ

ておりますので、今後もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。 

 

連区長あいさつ 

 今日は、数多くの質問、要望に誠意を持ってご回答いただき、ありがとうござい

ました。我々も一丸となって諏訪地区の繁栄に努力してまいりたいと思いますので、

これからもよろしくお願いします。長時間ありがとうございました。 


