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御津連区の「市長を囲む懇談会」【概要】 

 

日 時 平成２５年１１月２２日（金）午後７時から午後８時３０分まで 
場 所 御津文化会館 
参加者 連区長始め６０名 
    市長、副市長、企画部長、市民部長、都市対策監、建設部長、 

上下水道部長、消防長、支所統括監 

 
御津連区長あいさつ 

 「市長を囲む懇談会」の開催にあたり、市長をはじめ各部長におかれましては公

務ご多忙のところご出席賜り、誠にありがとうございます。また、地元の市会議員

さんにおかれましてはオブザーバーとしてご出席いただき、ありがとうございます。  
先のＢ‐１グランプリは、全国から５８万１千人という予想を上回る来場者を迎

え、「地域おこしのイベント」として大成功を収められました。これからの経済効

果が期待されるところでありますが、これもひとえに、市長をはじめ関係部長等皆

様方の努力の結果だと思っています。 
さて、御津連区は３年ぶりの「市長を囲む懇談会」となります。合併当時から要

望しています懸案事項について、何ら大きな進展のない事業等に対する住民の思い

を本日の懇談会でご理解いただき、早期に実現していただけるよう、有意義な懇談

会にしたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 
（出席者の紹介） 

 
豊川市長あいさつ 

 こんばんは。本日は、御津連区の「市長を囲む懇談会」を開催していただきまし

て、誠にありがとうございます。また、日頃から市行政の推進に格別なご理解、ご

協力いただいていますことを、改めて感謝申し上げます。 
 連区長さんのお話にもありましたとおり、Ｂ－１グランプリにおきましては、全

国から本当に多くの方々にご来場いただきました。大きな事故もなく、成功裏に終

わったと思っています。ご協力いただきました市民の皆様をはじめ、企業や関係団

体の皆様に厚くお礼申し上げます。 
 また、ご承知のように、本市は市制施行７０周年を迎えました。６月１日には記

念式典を盛大に開催させていだきましたが、今年の１月から来年の３月まで８０を

超える記念事業を進めており、多くの市民の皆様にご参加いただいています。また、

５月には、新しい市民病院を開院することができ、順調に診療を進めているところ

でございます。まだまだ開院したばかりで不慣れなところもあり、いろいろとご指

摘もあろうかと思いますが、皆様のご意見等を伺いながら、しっかりと対策を進め

てまいります。７０周年という節目の年に、豊川市がさらに飛躍し、一歩前進する
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よう市政運営に努めてまいりますので、よろしくお願いします。 
 私は、市長就任以来、「スポーツの盛んなまちづくり」として、スポーツを盛ん

にして、健康で元気な豊川市になるよう努めてまいりました。今年は、市民の皆様

がスポーツで活躍した年でもございました。県中学校駅伝大会では、豊川東部中学

校が男女とも昨年に引き続き優勝し、１２月１５日に山口市で開催される全国大会

に出場いたします。さらに、１２月２２日に京都市で開催される全国高校駅伝大会

には、男子が豊川工業高校、女子は豊川高校が出場いたします。ともに、大変期待

しておりまして、しっかり応援したいと思います。また、豊川高校野球部が東海大

会で準優勝という結果を収め、まだ確定ではありませんが、来春の選抜高校野球大

会への出場も期待するところです。これも全国に豊川市の名前を広めていただける

大変うれしいことですあり、甲子園に出場した際には、しっかり応援したいと思い

ます。 
 本市は、昨年の４月に陸上競技場を改修しました。先週１７日に開催しましたシ

ティマラソンには、２千６百余名の方々にご参加いただき、６月に開催しましたリ

レーマラソンにも多くの方々にご参加いただきました。陸上競技場を多くの市民の

皆様にご利用いただいていますことに、感謝申し上げます。 
 本日の質問事項等については、担当部長より回答させていただきますが、皆様の

ご要望に添えるべく一生懸命がんばっていきたいと思っています。本日は、忌憚の

ないご意見をいただき、有意義な会議になりますことをご期待申し上げまして、挨

拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 
議 題 

 
Ｑ(1) ＪＲ愛知御津駅および周辺の整備について 

 ＪＲ愛知御津駅は、改札口が北側のみで駅前ロータリーも狭く、駅利用の地域住

民や通学する児童・生徒は、御油踏切を渡るか、狭い梨野ガードを利用しているた

め、交通事故の危険があるとともに不便をきたしています。 

そこで４点お伺いします。まず１点目として、現在、市道松本入浜線、市道御津

為当線が整備途中でありますが、進捗状況といつ頃までに完成する見込みかを伺い

ます。２点目として、駅の橋上化、駅前広場の整備、連絡路について、目標と今後

の方針を伺います。３点目として、駅の橋上化や連絡路等について、鉄道事業者と

の協議経過をお教えください。４点目として、全ての事業を一体化して行うことは

財政上、難しいと思いますが、市としての考え方や優先順位をお教えください。 

 

Ａ(1) 都市対策監（都市計画課）   

２路線の整備進捗でございますが（図１参照）、まず南側の松本入浜線につきま

しては、道路部分に係る事業用地の取得はほぼ完了しており、全体延長７６０ｍの

うち国道２３号との接続部分、及び県道小坂井御津線との接続部分を除く６２０ｍ

区間の整備が完了しています。合併前までに用途取得がほとんど済んでいる道路を
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何とかして効果的に利用したいという思いから、開通に必要な残った事業を早急に

行いたいと検討してまいりました。特に国道２３号との交差点処理については、国

道上の信号間隔が短く信号設置が困難なため、左折のみのＴ字交差点となることか

ら、昨年、地元役員と今後の整備方針について協議をし、国道を蒲郡方面に向かう

車輌の対策を検討しました。その結果、松本入浜線と旧東三河環状線（市道西方大

通線）への動線確保のため、市道井領田３号線外２路線の拡幅整備を行い、暫定的

に活用を図ることで理解が得られましたので、来年度以降予算確保に努めてまいり

ます。 

 御津為当線につきましては、点滅信号から御津駅までに９名の地権者がいますが、

旧御津町時代から現在までに３名の方の協力を頂きました。現在は残りの方々の協

力が頂けるよう交渉を続けている状況です。 

 次に、駅についてご説明します。都市計画マスタープランの御津地域における目

標と方針でございますが、施策として「駅橋上化を含めた駅南北地域へのアクセス

向上」を位置づけており、何らかの手法により施策の実現を図る必要があると認識

しております。 

 市としましても、ＪＲ東海とこの問題について話し合いをしているところですが、

南北アクセスの向上を図る手法としましては、既存の施設の改修、つまり御油踏切

梨野ガードの拡幅、駅の橋上化、自由通路（質問では連絡橋となっている）など新

たな施設の築造と、様々な手法が考えられます。 

まず、梨野ガード（踏切事故をきっかけに昭和４１年にできたと聞いています）

を拡幅しようとしますと、以前から時々話題となっておりますとおり、構造的に道

路をさらに掘り下げながら拡幅しなければなりません。そして進入路となります南

北の道路は、いずれも幅員の狭い生活道路で、加えて北側は直角に曲がっているこ

とや掘り下げによる乗り入れの段差解消の必要性などから、周辺の用地買収も含め

た、ある程度広範囲での整備が必要となり困難な状況です。また、梨野ガードにし

ても、また御油踏切にしても拡幅しようとしますと、ＪＲ側からの条件としては、

拡幅に伴い、既存の踏切を１カ所廃止することを求められております。このような

状況を考えますと、現状では既存施設である梨野ガードや御油踏切の拡幅というの

は難しいと考えております。 

次に、駅の橋上化、自由通路（連絡橋）設置など、新たな施設の築造についてで

すが、駅周りでの検討となりますと、駅舎や駅前広場についても影響がでてきます。

特に駅前広場ですが、新たに築造する構造物の位置や大きさによっては駅前広場の

形状の変更も想定をされますし、現在未整備となっております都市計画道路愛知御

津停車場日暮線についても廃止も含めた検討が必要となります。いずれにしまして

も、まずは市として、どんな施設をいつ頃までに作りたいのかの方針を出し、ＪＲ

東海と具体的協議に入っていく必要があります。膨大な事業費が見込まれ、市の財

政計画への影響も考えられますので、２本のアクセス道路の進捗や駅前広場を含め

た周辺のまちづくりも視野に入れて、できれば来年度、調査費を付け、方針決定へ

向けた検討を進めたいと考えています。 
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 次に優先順位と申しますか、具体的な整備の進め方ですが、まず松本入浜線につ

きましては、今年度国道及び県道との交差点形状を決めるための設計業務を進めて

おります。平成２６年度は用地買収の協力が得られた方の用地を土地開発公社から

市有化する作業を行い、２７年度には北側の整備済み箇所、西方児童遊園から県道

小坂井御津線までの９５ｍの接続工事を予定しています。２８年度には南側の東海

道新幹線ガード下から国道２３号まで約４５ｍの接続工事を行い、整備を完了する

予定です。迂回路となる井領田３号線外２路線の拡幅整備は、２６、２７年度の２

ヵ年で整備するよう計画しております。 

 御津為当線につきましては、今年度も交渉を続けているところで、地権者の理解

が得られ次第、用地測量を行う予定をしております。その後も早期に用地買収が進

むよう引き続き努力してまいります。なお、御津為当線の未買収区間については、

北口の駅前広場の形状による影響も考えられるため、この検討も並行して行い、土

地等をお持ちの方をはじめ、地域のご意見を伺ってまいりたいと考えております。 

 現場で目に見える工事が行われておりませんので、何もしていないように思われ

るかもしれませんが、市としましても、少しでも早く、利用者や子ども達が安全便

利に東海道線を越えられる施設を作り、臨海部の企業誘致へも繋げたいという思い

で、合併後も毎年、一定の予算を使って用地の取得等を進めています。ご理解の程、

よろしくお願いします 

 

Ｑ(1)再質問 

 御津為当線に係る９名の地権者とは、既に交渉はされているということですか。 

 

Ａ(1)再質問 都市対策監（都市計画課） 

既に全ての方と交渉し、９名のうち３名は了解を得ています。残り６名について

は、それぞれの方の事情により、なかなか話が進まない状況です。 

 

Ｑ(1)再々質問 

 御油踏切と梨野ガードについては、拡幅等をするのが困難だということは以前か

ら聞いています。それに伴い、駅の橋上化や連絡橋の設置を要望してきました。 

また、御津駅前ロータリーが狭いため、御津臨海部の企業団地に進出した企業も

バスを止めることができず、蒲郡の大塚駅にバスを回していると聞きます。御津町

の駅前商業の活性化のためにもご検討いただきたいと思います。 

 

Ａ(1)再々質問 副市長 

まずは、用地買収が完了している松本入浜線を 優先に開通させたいと考えてい

ます。そのためにも、先ほどご説明したとおり、来年度は、土地開発公社が所有し

ている用地を市有化し、あと２ヵ年ほどかけて開通したいと思います。さらに、現

状は曲がっている市道井領田３号線外２路線を拡幅整備し、旧東三河環状線とのア

クセスを良くしていきたいと考えています。 
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松本入浜線は、合併前にかなり整備が進んでいます。これを平成２６年から２８

年までの３ヵ年で開通させることを目標に進めてまいりますので、ご理解をお願い

します。 

 

Ｑ(2) 都市計画道路の早期開通及び交通安全対策について 

Ｑ(2)-①都市計画道路国府赤根線について 

 都市計画道路国府赤根線の御津地域は、一部が供用開始されているものの近年は

進捗が見られません。豊川市西部地域住民との地域間交流をはじめ、斎場会館への

アクセス、御津高校生徒の交通事故等の懸念解消などのために、地域住民はこの道

路の早期における全線開通を願っています。 

 なかでも、県道金野豊川線からマルヤス工業株式会社西側までの間は、斎場会館

「永遠の森」へのアクセス道路であり、また地域住民の交通事故防止等においても

重要な区間でありますので、格段のご配慮をお願いします。 

 そこで、現状の進捗状況と今後の見通しを伺います。また、国府町地区から御津

町大草地内までの間で用地買収交渉の難航している箇所数と今後の見通しをお教

えください。 

 

Ａ(2)-①都市対策監（道路建設課） 

都市計画道路国府赤根線は国府町の国道１号と御津町赤根の国道２３号を結ぶ

幹線道路で、東三河ふるさと公園の進入路に位置づけられた、延長約４．２ｋｍ、

幅員１６ｍの道路で、愛知県の事業です（図２参照）。 

 投影した図面では、完成区間を黒、事業実施中区間を赤で示していまして、内、

赤破線は用地取得済み区間となっています。残念ながら一目で判るように、切れ切

れの状況です。図面を部分的に拡大して、区間毎に進捗状況の説明をさせていただ

きます（図３～５参照）。 

まず、県道金野豊川線より北側については、国府町側で２名、御津町側で２名の

方の用地が未買収となっていますので、現在、鋭意交渉を行っている状況です。 

 また、県道金野豊川線より南側の広石地区では、御津川との交差があるため河川

計画との調整が必要な状況ですが、河川改修が下流から始まったばかりということ

もありまして、今のところ事業の目処が立っていない状況です。 

西豊沢地区につきましては、用地の取得について残り２名の方の協力が必要とな

るほか、意見交換会で生活環境の悪化や国府赤根線に取り付く市道に対するご意見

を多くいただいていますので、県と市で検討させていただいているところです。 

一方、東海道本線を跨ぐ跨線橋についてはＪＲとの計画協議を過去に行っていま

したが、西豊沢付近の整備前にこの区間の整備をしてしまうと、西豊沢地区に通過

交通が流れ込んでしまうことから、それ以降の協議は進捗していない状況です。 

各区間共に早期の整備が望まれるところですが、今後につきましては国道２３号

蒲郡バイパスの事業をきっかけに、環境が大きく変わることが予測されますので、

早期に課題を解決して建設を促進するよう県により強く働き掛けてまいります。 
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整備の進め方としましては、まず県道北側の残った用地を買収して国府側に抜け

るトンネル、続いて西豊沢地区、 後に東海道本線の跨線橋を整備して全線供用と

考えており、市としましても重点地区として今後はこれまで以上に努力してまいり

ます。 

 
Ｑ(2)-①再質問 

 県道と御津川との交差部分については、事業の目処が全く立たないということで

したが、県に強く働き掛けていただくことはできませんか。 

 
Ａ(2)-①再質問 都市対策監（道路建設課） 

地元のご要望が強いことは十分承知していますが、河川工事の場合、下流が整備

されていないのに上流を整備しますと支障が出ますので、その辺りの調整が必要と

なってきます。県としては、まずは、県道までの区間を開通させたいと考えている

と聞いていますが、当然、用地買収が済んでいるところもございますので、鋭意努

力したいと思っています。 

 
Ｑ(2)-②都市計画道路下佐脇豊沢線について 

 都市計画道路下佐脇豊沢線は、御津下佐脇地内から為当地内を経由し、御津町金

野を結び、さらに蒲郡方面への交通の利便性を高める重要な道路です。名豊バイパ

スの事業化に伴い、工事車両の増加により交通事故の危険性が高まっていますので、

市道為当国府線から県道大塚国府線までの間の早期開通をお願いします。 

 そこで２点お伺いします。１点目として、昨年度、御津福祉保健センターまでの

整備について要望書を提出していますが、今後の見通しを教えてください。２点目

として、豊沢地内は、土地区画整理事業の際に既に道路用地として土地を確保して

いますが、他の地区の地権者との用地買収交渉はどのようになっているのかお聞か

せください。 

 

Ａ(2)-②都市対策監（道路建設課） 

都市計画道路下佐脇豊沢線につきまして、平成２４年度に市道寺下新道線から市

道国府為当線までを整備したことにより、為当町の椎木公園から東三河環状線を抜

け、国府為当線までが整備済みとなっております（図６参照）。 

現在、国府為当線から市道役場東線（御津支所北側道路）の区間につきまして整

備を計画していますが、１件の未買収地があり、今年度用地交渉を進め、順調に進

めば来年度中に工事が完成することになります。しかし、役場東線にしても先線に

しても十分な道路幅員が無いため、完成形で供用開始することは困難な状態なので、

土地改良事業で用地が確保されている部分の整備を進め、大型車が県道あるいは主

要な施設に出入できるような連絡する市道を合わせて整備する必要があります。 

また、交通量が多い国府為当線との交差点には信号設置が考えられるわけですが、

そのためには為当町新道交差点、為当町市木交差点、豊川市御津支所交差点、西方
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狐塚交差点の４交差点について、交通形態を考慮した信号交差点の再配置が必要と

なります。具体的には為当町市木交差点の信号撤去が条件になるため、新たに御津

支所交差点から西方狐塚交差点の区間の道路整備が必要になり相当な時間も掛か

かると思われるので、それまでの間、国府為当線との交差点は当面一時停止での暫

定整備となります。 

今後は、土地改良事業で用地が確保されている役場東線から御津広石郵便局の南

西の交差点、市道船津祢宜
ふ な つ ね ぎ

田
た

線までの区間について交差市道を含めてどのように整

備するのか、その先大塚国府線あるいは国府赤根線までの整備をどのタイミングで

始めるのか、蒲郡バイパス、国府赤根線および御津川改修の進捗状況なども総合的

に判断する中で地元のご意見もお聞きしながら県と一体的に検討していきたいと

考えています。 

 
Ｑ(2)-③交通安全対策について 

 豊川為当インターの供用開始に伴い２３号線の交通量が増え、朝は蒲郡方面から

右折、夜は西方から左折と、渋滞を避ける車両が走行してきます。直線ならばあま

り問題はないですが、右折・左折で、運転者の立場からしても３８名の子どもたち

がぞろぞろ集団登校で道路を渡るのは、イライラします。また、昼間に歩行者の立

場で道路を渡ってみると、怖くてなかなか渡れません。そこで、赤根児童館近くの

交差点に、歩行者用信号機を設置してくださいますようお願いします。 

 

Ａ(2)-③建設部長（道路維持課） 

昨年度は小学校から、今年は大草町内会から歩行者用信号機設置のご要望をいた

だいておりますこの交差点（図７参照）は、国道２３号から東三河環状線へ至る経

路となっている抜け道として利用されており、 近では国道２３号名豊道路豊橋バ

イパスの開通の影響により通過交通が多くなっているのではないかと認識をして

います。また、この自動車交通量が多い中、歩行者、特に児童が通学時に利用して

いる交差点であることにつきましても承知しております。 
そこで、豊川警察署に相談しましたところ、この交差点には歩行者用信号機が必

要であるとの認識で、信号の方式としては歩車分離式信号機が有効であるとの話を

いただいております。歩車分離式信号機とは、右左折する車両と横断歩行者が交錯

しないよう、歩行者と車両の通行を分離する方式の信号機で、豊川警察署は、その

ような信号機が必要との判断で、現在、県警本部へ要望を上げている状況です。 

優先順位は高いと聞いておりますので、歩車道分離式の歩行者用信号機の設置が

実現できるように関係機関に働き掛けていきますので、ご理解をよろしくお願いし

ます。 

 
Ｑ(3) 御津川河川改修について 

 東西金野地域は、周辺を山に囲まれた谷間の地域であるため、雨が降ると水かさ

が大変なことになります。今年の秋も何回か台風が来て、宮路山から流れてくる川
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は、ゴミ等で詰まって林道まで溢れていました。また、準用河川青木川の支流から

は、田んぼへ水や土砂が流れ込み大変でした。小山橋から上流が金野地区ですが、

そこから下流の豊沢の部分は既に合併前に河川改修が済んでいます。小山橋から見

竹橋の区間は、昭和５８年ごろから耕地整備が始まり、平成に入った頃には整備が

済んで、県が用地を買い上げていつでも河川改修ができる状態になっていると聞き

ますが、それ以来、ずっと川は放置されています。自分の所有地ではないので、竹

等を勝手に切ることはできないという認識が我々にはあるため、県用地は荒れ放題

になっていて、余剰地についても、地域住民が草刈をしている状況です。さらに、

先日、川の中に入ってみたところ、コンクリートの堰が、２５年間放置されたこと

でズタズタに崩れていました。    

以上の状況をご理解いただき、要望と質問をさせていただきます。御津川水系河

川整備計画により下流部から順次護岸工事等の整備をしていますが、大雨・台風の

たびに護岸が崩れ、その都度、応急措置で補修しているものの、毎年要望しても復

旧工事はしてもらえません。 近、各地でゲリラ豪雨により多くの方が犠牲となっ

ていることから、予算を増やして一刻も早く整備計画を実現してくださいますよう

お願いします。また、準用河川青木川の護岸工事について、県道金野豊川線までは

完了しましたが、その先は未整備のままで大雨の度に護岸が崩れており、改修の要

望をしても「大規模工事になる」との理由で、取り上げてもらえません。 

 そこで２点伺います。１点目として、整備計画では、改修範囲が見竹橋までとあ

りますが、上流部はどこまで整備するのか、また二級河川御津川は、どこまでが県

の管理河川となっているのか伺います。２点目として、準用河川青木川の改修要望

が毎年見送られますが、地元の要望に応えない理由をお教えください。 

 

Ａ(3) 建設部長（道路維持課） 

県の管理区間は、河口から見竹橋までの約４．２km で、見竹橋から上流の５．

９km は市の管理区間です（図８参照）。 

整備状況につきましては、河口から１，４８０ｍの区間は既に整備が終わってお

り、宮前橋の下流部分が現在工事中で、そこから大坪橋までの１，４７０ｍが未整

備です。さらに大坪橋から小山橋までの６００ｍが整備済み、小山橋から見竹橋ま

での６１０ｍが未整備となっています。県は平成１７年度から河川整備を始めてお

り、今年までに約９年が経過して、整備はほぼ半分完了しています。県は河川整備

計画を平成２０年に策定しており、その計画によれば概ね３０年で整備を進める予

定だと聞いています。 

現在、整備計画があるのは見竹橋までの部分です。市は、県管理部分の整備状況

を見て、タイミングを図りながら、市の管理部分の上流部について整備計画を策定

する予定です。県管理部分が県指定の砂防河川となっているため、そのことについ

ても県と協議を図らなければなりません。 

次に青木川については、県道までの２８０ｍが整備済み、そこから上流４３０ｍ

が未整備となっています。河川は下流が整備されないと上流は整備できないという



9/19 

のが実情です。こうしたことから市は県の整備を待ちつつ、自然災害で崩れた箇所

を応急復旧しながら維持管理をしております。 

 なお、河川工事とは直接関係ありませんが、本市では御津中学校から宮前橋手前

までの左岸について、河川工事に合わせて歩道整備を進めています。今年度から工

事を開始し、平成２７年度には宮前橋の架け替えに合わせて橋台部分を整備し、２

８年度に完成という予定です（図９参照）。河川に張り出す格好の幅員２ｍの歩道

です（図１０参照）。 

 河川行政は時間がかかりますが、県が整備を進めないと市としては整備ができな

いというのが実情です。県へは引き続き要望してまいりますので、ご理解ください

ますようお願いします。 

 

Ｑ(4) 特定環境保全公共下水道事業の早期着工について 

 御津地区は合併浄化槽になっていない家も多く、単独浄化槽の機能も低下しつつ

あり、このため生活環境の悪化、河川の水質汚濁が危惧されます。 

 御津町地域は、合併前に市街化調整区域の整備に向けて県の事業認可を受けてい

ます。下水道整備普及率の低い地区から施工していくと、御津地区の未着工地区は

いつまでも現状のままである可能性が高いです。これまでの議会では「事業認可を

受けた地区について、地域の意識調査を行い、地域の状況を加えながら整備の検討

をして、第９次拡張区域完了後、整備に取りかかり、平成２７年頃には次の候補地

について検討していきたい。」また「候補地については、下流域の整備状況や各地

域の状況、財政面、地域要望等を加味しながら検討していく。」と答弁しています。

御津地区については、市民にとって必要不可欠でありながら地元住民から敬遠され

ている斎場会館があることから、地域要望の有無に関わらず優先的に意識調査を実

施して、次の第１０次拡張計画区域に加え、早期に着工するようお願いします。 

 

Ａ(4) 上下水道部長（下水整備課） 

本市の公共下水道事業につきましては、現在、主に第９次拡張計画で事業認可さ

れた市街化区域を中心に市内１５地区において、平成２１年度から３０年度までの

１０ヵ年の計画で整備を進めています（図１１参照）。図面の赤色で塗られた西部、

東部区域を中心に整備を行っております。また、それ以前の拡張計画の緑色、黒色

で塗られた区域につきましても、一部、豊川駅東区画整理、豊川西部区画整理事業

等の進捗に合わせて、現在も整備を行っております。 

 御津地区につきましては、合併前に事業認可された区域のうち、市街化区域につ

きましては整備が完了しましたが、ご質問いただきましたように、市街化調整区域

につきましては、図面にあります上から、豊沢、赤根、泙野、下佐脇地区の４地区

の約２０ｈａが残っております（図１２参照）。 

 平成２２年２月１日に１市４町すべての合併も終え、市域面積もかなり大きくな

りました。こうした中、旧市町での下水道事業の進め方にも違いがございまして、
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一宮地区では、市街化調整区域内での整備につきましては、住民の方から同意をい

ただく中で進めております。 

今後の各地区の下水道整備につきましては、ご質問の中のこれまでの議会答弁に

ありましたとおり、地域ごとの状況、財政面、地域でのご要望等を加味しながら検

討していくということで、効率的な整備ができるよう方針をたてていく必要があり

ます。また、その中で、一宮地区において同意をいただいたように、受益を受ける

地域の皆様方から、費用負担などについての合意形成が図られていることも必要と

なります。 

 ご要望の御津地区につきましては、これまでに地元市議、町内会長さんからのご

要望もいただいており、地元の熱意も感じております。 

 次の１０次拡張計画に加えてということですが、すでに事業認可がされた地区で

ありますので、現在整備を行っております９次拡張計画などの各地区の整備状況等

を踏まえまして、これらの整備の目処がつく頃には着手したいと考えております。 

また、地域の合意形成が必要ということから、時期がきましたら地域の皆様方に意

識調査などもさせていただき、その中で整備方針を出していきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

Ｑ(5) 交通安全指導隊員及び消防団員の処遇改善について 

Ｑ(5)-①交通安全指導隊員の処遇改善について 

 交通指導隊員の任期は２年で、市からの助成金は、１分隊当たり２万円に分隊員

１名当たり１万２千円を加えて各分隊に支給されますが、報酬はありません。御津

連区では、区長会から分隊員１名当たり１万円の助成をしています。活動日数は、

約６０日から９０日くらいだと聞いています。合併により活動区域が広がるととも

に活動日数も増え、現場までの出向もマイカーで行くとなるとガソリン高騰のおり

個人の負担も大きく、ボランティア活動の域を超えていると思います。 

 平成２５年４月から高齢者雇用安定法の改正により６５歳まで雇用が義務化、あ

るいは定年の定めの廃止により働けるうちは年齢に関係なく働くことのできる時

代になりました。勤めをやめると町内会、神社等のお役が回ってくる中、現状のよ

うなボランティア活動の状況ではみんな敬遠して引き受ける方はなく、候補者選考

時期になると、交通安全指導隊員を受ける者、推薦する者双方が難儀することが予

想されます。これは、「ボランティア活動の日数が多い」「報酬がない」等が要因で

あると考えられます。 

 そこで方策として、「市職員の積極的活用」、「イベント会場の駐車場整理・誘導

を警備会社に委託する」、「助成金の引き上げ」、「豊川市主催のイベント（おいでん

祭、手筒まつり、トヨカワシティマラソン大会）参加には出動手当（日当）を支給

する」など、個人の負担軽減及び一部手当の支給等を検討してくださいますようお

願いします。 

 厳しい財政状況のなかで、報酬を上げることは難しいとは思いますが、何らかの

方策で指導隊員の負担を軽減するようご配慮をお願いします。 
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Ａ(5)-①市民部長（人権交通防犯課） 

日頃は、安全・安心なまちづくりにご理解、ご協力いただきまして誠にありがと

うございます。 

本市の交通安全指導隊の歴史は大変古く、昭和４４年に豊川市交通安全パトロー

ル隊として発足しました。旧御津町にあっては、更に古く、昭和４４年には既に交

通指導隊が組織されていたようであります。隊員の皆さんには、市民の交通安全と

生活安全に関する指導と啓発並びに交通事故の撲滅と犯罪の未然防止のためのボ

ランティア活動として、ご協力をお願いしております。 

さて、各分隊に交付しています分隊交付金につきましては、平成２３年度に僅か

ではありますが増額させていただきました。（御津北部分隊（隊員６名）９万２千

円→９万８千円、御津南部分隊（隊員１０名）１４万円→１５万円） 

活動内容といたしましては、地域の活動以外にも、市のイベント時に交通警戒と

してご参加いただいておりますが、来年度は関係部署と協議を行い、イベント時の

交通警戒の回数を減らす方向で調整をしております。 

また、企業の退職年齢の上昇に伴い、交通安全指導隊員の確保が難しいとのご意

見も伺っておりますが、交通安全指導隊規約では、新入隊する隊員の年齢を概ね７

０歳までと定めていますので、ご理解いただき引き続きよろしくお願いいたします。 

 

Ｑ(5)-②消防団員の処遇改善について 

 消防団員は、昼夜を問わず多岐にわたり災害活動に従事し、平常時においても地

域住民の安全と安心を守るという重要な役割を担い、活躍しています。東日本大震

災においては、消防団員２５３名が犠牲となりました。このように災害時には、常

に生命の危険に身をさらしながら活動しています。いつ発生してもおかしくない

「東海地震・東南海地震・南海トラフ巨大地震」などが危惧されている現在、地域

住民の消防団員への信頼は大であります。ひとたび災害が発生すれば、いち早く現

場に駆けつけ消火、救助活動、避難誘導にあたるなど、「自分たちの地域は、自分

たちで守る」という使命感で活動しています。 

 消防団員の年額報酬は、平成２２年４月に引き上げられ、現在は消防団員１名当

たり３万６千円となっています。先の豊川市議会９月定例会の一般質問では消防団

員の処遇改善が取り上げられ、年額報酬の見直しについて答弁がありました。 

地域の安全・安心なまちづくりを推進するに欠かすことのできない交通安全指導

隊員・消防団員でありますので、厳しい財政状況であるとは思いますが、処遇改善

について検討をよろしくお願いします。 

 

Ａ(5)-②消防長（消防本部総務課） 

日頃は、本市の消防行政にご理解、ご協力いただきまして誠にありがとうござい

ます。 

今年は特に火災の多い年でありまして、実は今日も建物火災で１名の方が亡くな

っています。昨年は一年間で火災件数は７２件でありましたが、今年はすでに９４
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件の火災が発生しておりまして、これから火災の発生しやすい季節になりますので、

消防といたしましても、啓発や市内の巡回など、火災予防に努めているところです。 

また、今年は、火災だけでなく、台風も多く発生しておりまして、１０月中に日

本に接近または上陸した台風は観測史上 多となっています。 

こうした状況の中、本市消防といたしましても、市民の皆様の安全・安心を守る

ために、日々頑張っておりますが、特に地域の防火・防災において、大きな役割を

果たしていただいているのが消防団です。 

先の、東日本大震災において、殉職された消防団員は２５０名余にのぼっており

ますが、消防団員がいかに地域の防災に大きな役割を果たしていたか、国民の多く

があらためて認識をした大きな災害でした。 

また、先月の台風２６号による伊豆大島の大きな被害、その後の２７号の接近に

伴う島民の避難誘導においても、地元の消防団員の活躍は記憶に新しいところです。 

本市におきましても、消防団にあっては、台風時の巡視活動をはじめ、火災の消

火、防火啓発など、様々な活動を行っていただいており、地域の防火・防災の要で

ある消防団への期待は大変大きなものがあります。 

この消防団員の処遇についてでありますが、消防団員の身分につきましては、非

常勤特別職の地方公務員であり、処遇については、本市の消防団条例などで定めら

れています。その内容につきましては、報酬・出動手当、災害現場でけがをした場

合の公務災害補償、詰所・資機材の充実、退団する消防団員への多年の労苦に報い

るための退職報償金制度などがございます。こうした様々な手当てなどのうち、消

防団員への報酬につきましては平成２２年度に、団長は１千円、その他団員につき

ましては階級に応じて１千円から３千円の年額報酬の引き上げを行っています。 

また、退職報償金につきましては、今年度から、これまで支給対象者となってい

ませんでした、消防団を退職してからも消防団員の手薄な昼間の火災を中心に活動

行っていただいています支援団員についても対象とするなどの処遇の改善も行っ

ております。 

本市消防団員の処遇につきましては市長マニフェストにも掲げられており、また、

その職務の重要性にも鑑み、今後も処遇の改善を行ってまいりたいと考えておりま

すので、ご理解をいただきますとともに、これからも消防団へのご協力をお願いい

たします。 

 

Ａ(5)-②副市長 

先ほど市民部長から説明のありましたとおり、平成２３年度に交通指導隊の分隊

交付金を増額いたしました。また、本年度は、スポーツ推進員の報酬を増額してい

ます。さらに、市長マニフェストでは、来年度に消防団員の報酬を増額する予定で

す。消防団員の報酬については、合併時に旧町の報酬額を豊川市に合わせたためか

なりの減額となっており、市長としても、少しでも活動に報いるよう定期的に増額

していきたいとお考えです。そこで、消防団員の報酬を増額する２６年度予算案を

議会に提出していきますので、ご理解をお願いします。 
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市長あいさつ 

 貴重なご意見をありがとうございました。いろいろな施策が遅れている点につい

ては、私も感じているところです。皆様のご要望に応えるよう、さらにしっかり進

めてまいりますので、よろしくお願いします。 

 

連区長あいさつ 

 限られた時間ではありましたが、担当部長等からご回答いただき、連区の皆様も

進捗状況等が理解できたかと思います。また、住民の思いも、市長をはじめ行政の

皆様に伝わったかと思います。 

県事業につきましては、市から県へ積極的に働き掛けていただき、一日でも早く

工事着手、開通がかなうよう願っています。地域住民が豊川市と合併して良かった

と思えるよう、今後ともご尽力くださいますようお願いします。 

 市長をはじめ関係部長の皆様には、お忙しいところご出席くださいましてありが

とうございました。 
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（１）ＪＲ愛知御津駅及び周辺の整備について            図１        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）都市計画道路の早期開通及び安全対策について         図２ 
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図３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

図４ 
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図５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

図６ 
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図７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）御津川河川改修について 

                                            

図８ 
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                                      図９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

図１０ 
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（４）特定環境保全公共下水道事業の早期着工について 

                                     図１１ 
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