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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２６年８月２７日（水）午後７時から午後８時３０分まで 

場 所 国府東地区市民館 

参加者 連区長始め３１名 

    市長、企画部長、市民部長、環境部長、建設部長、教育部長 

 

国府東部連区長あいさつ 

 みなさん、こんばんは。 

本日は、市長さんを始め、各部長様方、地域の皆様、この暑くて忙しい中、お集

まりいただきまして誠にありがとうございます。 

この地域は、市の深いご理解の下、コミュニティ活動を活発に展開しています。

毎年開催しています「市長を囲む懇談会」の成果は各地区に表れており、この地域

の発展に大変寄与しています。住民の安全な生活を側面から支えてくださっている

市の行政に対して、厚くお礼申し上げます。 

本年も「市長を囲む懇談会」を開催させていただくことができました。ありがと

うございます。本日は、今までの取り残しの課題だけでなく、さらに積み上げて、

今年度の要望を議題として出しています。必ずしも１００％できるわけではござい

ませんが、各区長が吸い上げた住民要望を行政幹部の方々にご理解いただき、住民

の生活が少しでも進歩するよう改善をお願いするものです。どうぞよろしくお願い

します。 

 

豊川市長あいさつ 

 こんばんは。本日は、国府東部連区の「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。 

 明日から、豊川市議会の９月定例会が始まります。約１月に渡って、補正予算の

協議を始め、２５年度の決算審査を行います。長丁場になりますが、しっかり対応

してまいりたいと思います。 

 昨年は市制施行７０周年ということで、さまざまな事業を進めさせていただきま

した。多くの市民の皆様のご参加、ご支援を賜りまして、無事に終了できましたこ

とを心から感謝申し上げます。 

 現在、本市は、第６次総合計画の策定に取り組んでおり、平成２８年度から１０

年間のまちのあり方について検討を進めています。その取り組みの一環として、先

日、「中学生まちづくり会議」を開催しました。市内の中学生に集まっていただき、

「住みたいまち豊川」「訪れたいまち豊川」について協議、提案いただきました。

これらの意見を参考に、来年度中には、しっかりとした第６次総合計画を策定した

いと思います。 



2/12 

 本日、部長は皆、いなりんポロシャツを着用しています。実は、９月２日から「ゆ

るキャラグランプリ」が始まります。昨年、本市宣伝部長のいなりんは、約１５８

０体のうち３３位と健闘いたしました。今年は、１９色のいなりんポロシャツを作

成し、１０位以内をめざしてみんなで応援していきたいと思っています。９月２日

から約１ヶ月間、ネットによる投票で順位が決まりますので、ぜひ皆様にも応援し

ていただきたいと思います。 

 昨年、Ｂ－１グランプリｉｎ豊川を開催しまして、今年は１０月１９日、２０日

に郡山市で開催されます。豊川市も、前回開催都市として出店します。このＢ－１

グランプリは、年々、盛んになってきておりまして、昨年は５８万人もの方が豊川

市にお越しいただき、豊川市の名を全国に広める良い機会になったと思っています。

また、多くの市民の皆様のご協力をいただき、まちを挙げて、東三河を挙げて応援

いただきました。今後も、いろいろな機会を捉えて、本市をアピールしていきたい

と思っていますので、ご理解、ご支援くださいますようお願いします。 

 

（出席者の紹介） 

 

 

議 題 

 

Ｑ① 生活道路の安全・整備について 

 久保町は東西に幅広く、その中心に名鉄国府駅と東西連絡橋があります。国府駅

西口から約５００ｍ北方にショッピングセンターがあり、駅からの乗降客も多く、

通勤通学などで、毎日多くの方々が住民の生活道路として利用しています。しかし、

この道路の路側表示の白線が消えて見えません。そこで、交通安全のために白線を

引きなおしていただきたいと思います。隣接している新栄町 1丁目も久保町に編入

されており、同様の希望があります。 

 

Ａ① 建設部長（道路維持課） 

 投影いたしました図面（位置図）で赤く表示しました区間が、ご指摘の部分かと

思います。因みに、ここが国府駅でここがピアゴ、これが国道１号線です。ご承知

のとおり道路幅員が比較的狭い状況の中で、多くの方が利用されています。 

 これ（写真：国府駅から北方向）は、国府駅側から見たところです。ご意見いた

だいていますとおり、道路の隅、路肩と呼んでいますが、これを表示する白線がほ

とんど消えてしまっています。 

 これ（写真：北方向から国府駅）は逆方向から見た写真で、名鉄の駐車場が見え

ます。同様に、ほとんど消えてしまっています。 

 従いまして、なるべく早い時期、遅くとも今年度中には白線の引き直しをさせて

いただきたいと思います。 

 市では２班体制で道路パトロールを実施し、道路や交通安全施設の破損などを監
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視して、必要に応じ、維持補修や改良に努めているところですが、地元の方に比べ

ますと、どうしても目が行き届かない部分があります。こうした部分につきまして

は、建設部の道路維持課（89-2142）までご一報いただければ、すぐに現場確認さ

せていただきますので、よろしくお願いします。 

 

Ｑ② 白鳥町内全域の道路白線の修復およびカラー舗装、側溝蓋の補強について 

 メイン道路については、３年前から白線の修復およびカラー舗装が行われていま

す。非常に良くなっており、ありがとうございます。しかしながら、内部道路につ

いては一部を除いて進んでいない状況です。通学路一帯については現地調査の上、

白線修復をしていただけるということでしたので、ありがとうございます。カラー

舗装は安全面上有効であり、成果もあるため、メイン以外の通学路についてもカラ

ー舗装をお願いします。 

 市は、「あくまでも主要道路でなければだめだ」とか「通学路は何人以上でなけ

ればだめだ」という方針があるようですが、基準が分かれば教えていただきたいと

思います。 

 法雲寺から白鳥神社、山口石材店、三河総社の交差点までをカラー舗装していた

だきたいと思います。ちなみに、３１人の小学生がこの狭い道を通っています。 

 正福寺南側の通学路で、側溝の蓋が落ちるところがあります。非常に狭い通学路

ですので、事故防止のためにも、早急に補強してくださいますようお願いしたとこ

ろ対応していただきました。また、山口石材店の前のデコボコになっている道路に

ついて整備要望をしたところ、今年度中には修繕していただけるとのことでした。

ありがとうございます。 

 白鳥町内会では、防犯ボランティアが小学生を対象に朝７時２０分から８時２０

分まで、毎日、７人が各集合場所に集まって国道１号線までを見守っています。下

校時にも、６人ぐらいで立ち番をして事故防止に努めています。 

 広報に掲載された平成２６年度予算を見ると、子どもの安全安心のために通学路

のカラー舗装、道路の拡幅改良、交通危険箇所の対策を推進するとあります。さら

に中日新聞には、市内の小学校２６校について５カ年計画で点検を進め、今年度は

豊川小学校など７校の通学路で安全確認作業を行う予定との記事が掲載されてい

ました。今年の 7校には、国府小学校は入っていないとのことですが、５カ年計画

の中で国府小学校はいつ取り組む計画なのかを伺いたいと思います。 

 

Ａ② 建設部長（道路維持課） 

 日頃から、子どもたちの安全のために通学路を守っていただき、ありがとうござ

います。 

ご指摘いただいた一帯の図面（位置図）です。姫街道線、名鉄本線と豊川線とい

う位置関係になります。緑色で示させていただいたのが、当地域の中でメイン道路

となっている市道八幡国府線で佃の信号、久保踏切です。お話しいただいています

ように、この道路につきましては、修復やカラー舗装などの交通安全対策を実施し
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てまいりました。「カラー舗装に一定の効果がある」と評価いただき、大変うれし

く思います。 

 それで、こうしたメイン道路以外の道路、特に通学路については優先的にこうし

たカラー舗装をしてほしいというご要望かと思います。現在市内で実施しているカ

ラー舗装ですが、交差点部の危険箇所で注意喚起を目的とするものを、この写真（写

真：市道国府八幡線）のように赤色で、それから路肩部分に歩行者が通行すること

を注意喚起するものを緑色で着色する手法で実施しております。 

 そして内部道路ということで、こちら（写真：白鳥神社付近）は白鳥神社のあた

り。この部分だけが少し広く、すれ違いが比較的しやすい状況です。 

 続きまして、こちら（写真：市道国府八幡線から南方向）はメイン道路から内部

道路を見た部分。ご覧の通り非常に道路が狭く、こうして白線が引いてありますが、

実はこの白線と白線の間がこの部分では 2.6ｍ程度しかなく、本来必要な１車線３

ｍが確保できておりません。そして白線はやむを得ず側溝ぎりぎりのところに引い

てあり、そこから敷地までは 50 ㎝程度しかありません。ご要望いただいたいわゆ

る内部道路のほとんどがこのような状態です。 

 仮にこうしたところにメイン道路のようなカラー舗装を施そうとすれば、側溝の

蓋の上にはできませんので、現在の白線のあたりに緑色のゾーンを引くことになり

ますが、それにより白線はさらに内側に押しやられて、車は白線をはみ出さないと

通れないようになってしまい、かえって危険な状態になってしまいます。 

 また、ご質問では、実際に３１名の子どもさんが通学に使っている道路というこ

とですが、ご要望の区間はメイン道路と異なり、正式には学校指定の通学路とはな

っておりません。通学路は学校が決めることになっておりまして、おそらく通学路

に接続する末端の道路という位置づけではないかと思います。現状ではこうした指

定通学路以外の道路へのカラー舗装は、本市では全市的には実施しておりません。 

なお、通学路の基準につきましては、市では何人以上通らなければだめだという基

準ではないと思います。学校と話し合って通学路にすべきだということになれば、

通学路の指定はできると思います。ちなみに、県道では、内規だと思いますが、４

０人以上が通る道を通学路とするルールがあるようです。 

従いまして、ご要望の区間（位置図）につきましては、車道と路肩を区分する白

線を設置することにより、安全を図ってまいりたいと考えます。つまり、白線のな

い区間は新たに白線を設置し、消えてしまった区間は白線を引き直すということで、

ご理解いただきたいと思います。時期としましては先ほどの久保町、新栄１丁目と

同じく、遅くとも今年度中に実施いたします。 

正福寺南側の側溝蓋で側溝の蓋が落ちるので補強をとのお話しにつきましては、

８月５日に白鳥町内会長様と立ち合わせていただき、その後、早速対応させていた

だきました。これ（写真：正福寺南側の側溝蓋）がその写真となります。グレーチ

ングと呼ばれる網の蓋の中にズレ止めを設置いたしました。また、山口石材店前の

道路のデコボコや側溝の隙間についてもので、今年度中に修繕していきたいと思い

ます。 
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５カ年計画において国府小学校区が何年目に取り組む計画であるかとの質問に

ついては、お調べして、後日、回答させていただきます。なお、今年度は東部方面

を実施する予定です。 

 

Ｑ②関連 通学路について 

 通学路は学校が決めるとのことですが、白鳥町内ではどのような場所が通学路な

のでしょうか。指定通学路でないと、対策は講じていただけないのでしょうか。 

 

Ａ②関連 教育部長  

 通学路は、毎年、状況に応じて学校が決めています。ただ、メイン道路、内部道

路において、どこまでを通学路として指定しているのか、通学団の集合場所から指

定されているのか、各通学団が集まってくるメイン道路から指定されているのか不

確かですので、お調べした後、後日、回答させていただきます。 

 

Ａ②関連 建設部長  

 我々が調べたところによれば、赤線の山口石材周辺の道路は、指定通学路に接続

する道路として位置づけられているようです。 

先ほどもご説明したとおり、緑色の線を引くのは、まずは指定通学路を優先させ

ていただいています。ただ、ケースバイケースで、メイン道路についても、実際に

は危険を考慮して、指定箇所でなくてもそこから先も線を引いたという事実もあり

ます。ご希望の箇所は、道が狭いという理由で引けないのですが、仮にこの道が広

かったとしても、全市的には指定通学路優先という点についてはご理解ください。 

 

Ｑ③ 船山古墳の整備について 

 船山古墳の整備について、今後どのような予定で進むのかお聞きしたいと思いま

す。船山古墳周辺は、区画整理でも最後に残っているところです。聞くところによ

れば、もうすぐ学術発掘があるということで、その結果によって対応が違うという

説明を以前に受けました。上宿としては、結果がどうであろうと古墳をしっかりし

たものとして整備していただきたいという要望があります。 

 それについて２つ、申し上げたいことがあります。まず１つは、古墳の保存状態

についての問題です。これは、町内の課題というよりも文化政策的なものだとは思

いますが、世間の船山古墳に対する評価が低いのではないかと思っています。だい

ぶ前に名古屋市博物館へ行ったところ、愛知県の史跡という展示で船山古墳が写真

等で紹介されていて大変うれしかったです。しかし、単なる誤りなのか認知不足な

のかわかりませんが、所在は豊橋市と書いてありましてがっかりしました。私は、

東三河最大という表記は遠慮しすぎではないかと思います。吉良に正法寺古墳とい

うのがありますが、この西三河最大の古墳と比較しても、船山古墳はもっと大きい

のではないかと思います。高さは 1.5 ㍍ほど吉良の古墳のほうが勝っていますが、

東三河最大とは言わず、三河最大、県下３番目というように大々的にＰＲするなど、
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国分寺、国分尼寺といった立派な史跡と同様に、豊川市の誇るべき遺跡として取り

組んでいただけたらと思います。 

 区画整理の関係で市の土地を整理するということで、宗教的施設であるから上宿

神社を撤去して欲しいとのお話がありました。法的にはそうなのでしょうが、町内

としては寝耳に水という感じがあります。もとを正せば、戦後、上宿は八幡町から

分離してできた町内ですが、八幡町は上宿に何も資産をくれなかったので、とても

貧乏な町内です。上宿神社という誠に小さな社を墳丘の上に設置して、やってきま

した。当時は十数件しかなかった町内も、今や８６０数件という大きな町内になり

ました。ということは、８５０件余り、よそから来た人が町内を構成しているとい

うことになります。そういう意味では新参者の町内でありますが、上宿神社の祭り

は最大の行事であって、町内をまとめる役割を果たしてきたと思います。戦後しば

らくは八幡町のものであったと思いますが、その後、所有権が市に移り、難しい状

態になりました。神社の移転については町内の問題でもありますが、自分としては

非常に残念な気持ちがあります。上宿住民の心のよりどころは船山古墳と上宿神社

であったと言ってもいいと思います。 

 戦後、道路計画で２度、前方部が削られて、今度は３度目となります。４度目は

ないと思います。４度目があると前方後円墳ではなくなると思います。後円部も、

戦争で欠かしてしまって、形が分からなくなってしまっています。道路のあるとこ

ろは仕方ないとしましても、少なくとも後円部は復元してほしいという気持ちがあ

ります。保存については、復元保存された古墳も多いですし、丸山古墳のように立

派な古墳もありますので、船山古墳を、上宿だけでなく、市が全国に誇れるものに

して欲しいと思います。そうすれば、我々としても納得できるのではないかと思い

ます。船山古墳の隣にあります上宿集会所の土地を、代替で使っていただいても良

いとさえ思っていますので、よろしくお願いします。 

 

Ａ③ 教育部長（生涯学習課） 

日頃から、小中学校生徒の登校につきまして、安全・安心を守っていただきあり

がとうございます。この場をお借りして、お礼申し上げます。 

さて、船山古墳は、東三河最大という取り扱いはでは過小評価ではないかとのご

指摘がありましたが、昨年度、市制施行７０周年記念事業で作成しました「豊川の

歴史散歩」においては、市指定史跡である三河地方最大級の前方後円墳と表記して

あります。私どもは三河地方最大級と認識していますが、他で異なった表記があっ

たようですので、一度確認させていただき、誤りがあるようでしたら訂正をお願い

してまいりたいと思っています。 

船山古墳は、過去、前方部が道路開削により、また後円部が土の採取により部分

的に削られていますが、豊川西部土地区画整理事業の中では、古墳の敷地について

公園用地として保存を図ることとなっており、換地後の公園用地の管理については、

教育委員会生涯学習課が担当します。 

現地では、年明け頃から行う予定の発掘調査の実施箇所について、（写真にある
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ように）２５年度中に既に樹木伐採を行っています。今後、区画整理事業に伴う都

市計画道路の整備・拡幅により、残念ながら古墳が更に数メートル削られることに

なるため、（図面の赤色の部分について）今回発掘調査を行うものですが、市指定

の史跡であることから、工事による影響範囲が少なくなるよう文化財保護審議会か

ら指導・助言を受けております。 

公園用地として残る古墳本体についての整備方針は現在検討中ですが、教育委員

会としては、区画整理事業の進捗に伴い、地域全体で緑地が減少していることを考

慮し、当面は古墳の現況及び緑地を生かして散策路を設ける予定でおります。史跡

公園としての整備手法には、古墳全面を発掘調査した上で、古墳の斜面を覆う葺石

や埴輪列を復元するような整備手法もございますが、船山古墳の場合、貴重な緑地

の保全も考えますと、復元整備は部分的なものにとどめ、全面復元等の整備につい

ては、今後の発掘調査の結果等も踏まえた、将来の検討課題としたいと考えており

ます。市指定史跡船山古墳の発掘調査や整備にあたっては、地域の皆さんの意見も

参考とさせていただきながら、実施してまいりたいと思いますが、どうかご理解の

ほど、よろしくお願いいたします。 

神社の移転につきましては、区画整理の中では換地のお話をさせていただいてい

るかと思います。市所有の土地になりますと政教分離という法則もございますので、

なかなか難しい問題がございます。ただ、地元の方のお気持ちも当然、尊重させて

いただきたいと思っていますので、建設部、教育委員会、地元の方との話し合いの

場は今後も引き続き設けていきたいと思っています。 

 

Ｑ④ ごみ収集について 

 資源ごみの日にプロのような人が来て、いいものだけを抜き取ってしまうという

行為に憤っている住民が結構います。市としてどのような対策をとってみえるのか

教えていただきたいと思います。 

 また、ごみステーションがきれいでないところがいくつかあります。特に外国か

ら来た人が多く住むアパートの周辺が悪いです。可燃ごみと不燃ごみの区別くらい

はしているようですが、資源でもいろいろな物が混ざっていたり、液体が入ったま

まのビンが転がっていたりと状況がとても悪く、それらの人を対象に啓発活動をし

ていただきたいという要望があります。 

７月に市の施設の見学会に参加して、いろいろなごみ処理場を見させていただき

ました。ペットボトルのキャップが付いたままであるとか、汚いボトルが混じって

いるとか、潰してないボトルとかがたくさんありました。ペットボトルを潰すと潰

さないとでは、回収の際にトラックで運ぶ回数がかなり違うと思います。それらの

ことについては、まだまだ住民に浸透していないようなので、何か対策を考えてい

ただき、特に、外国人に対して重点的に取り組んでいただきたいと思います。 

 

Ａ④ 環境部長（清掃事業課） 

資源ごみの盗難防止については、豊川市では、缶やビン、紙類など資源の持ち去
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り行為を禁止する条例を平成２２年１０月から施行しています。資源の持ち去り行

為につきましては、この条例に基づき、警察ＯＢの２名をパトロール職員として配

置し、定期的に集積所を巡回しています。持ち去り行為を発見した場合には、その

行為をやめさせるよう指導するなど、資源の持ち去り防止に努めています。 

本市の持ち去り対象物はアルミ缶がほとんどですが、パトロール職員による巡回

を実施してからは、このアルミ缶の回収量が２割程度増えています。また、近年で

は、不燃ごみとして出される金属類や小型家電製品などの持ち去り行為をしている

者が増えています。ただ、不燃ごみにつきましては、現在の条例では持ち去り行為

禁止の対象となっていませんので、資源の持ち去りと同じ対応はできません。しか

しながら、周辺住民の迷惑になることもあり、持ち去り行為に関する情報提供も増

えていますので、不燃ごみにつきましても規制対象に含めることを今後検討してい

きます。 

ごみの分別啓発については、要望のあった町内会に、ごみの分け方や出し方につ

いて、写真や実物を使用しての説明会を清掃事業課職員が実施しています。 

毎年度、「資源と家庭ごみの分け方・出し方ルール（ごみカレンダー）」を作成し、

町内会やアパートの管理会社などを通じて各家庭に配布して、分別に関する啓発を

行っています。また、市のホームページにも配布物と同じ情報を掲載して、広く啓

発を行っています。 

外国人対策としましては、ポルトガル語、英語、中国語など外国語版の「資源と

家庭ごみの分け方・出し方ルール」を作成し、要望に応じて清掃事業課の窓口でお

渡ししたり、町内会やアパートの管理会社などにも配布したりしています。 

また、子どものうちからの教育を目的に、ごみ副読本を作成して小学４年生に配

布し、学校教育のなかで啓発をしています。 

ごみ集積所の管理につきましては、各町内会にお願いしているところですが、カ

ラスや猫にごみを荒らされるというような場合には、ごみの散乱防止のためのカラ

ス除けネットを提供しています。また、集積所において、ごみや資源の排出日、分

別方法などを周知するため、啓発用の看板も要望に応じて提供しています。さらに、

町内会からの依頼で、マナーの良くない集積所に、一定期間、監視カメラを設置し

て、不法投棄などの抑止に努めています。 

町内会独自の取り組みとしましては、組などの単位で清掃当番や立ち番を定めて、

集積所の衛生の保持やごみの散乱防止、不法投棄の抑制に努めている地区がありま

すので、参考にしていただければと思います。 

さらに、シルバー人材センターに委託し、不燃ごみ、資源ごみの日など全ての日

に 5 班に分かれて、市内の各ステーションを見回っています。ステーションが荒ら

される等の問題がありましたら優先的に回らせていただきますので、清掃事業課へ

ご連絡ください。シルバー人材センターの職員が、現場で指導させていただきます。

なお、外国の方への指導となりますと言葉の問題がございますので、一度持ち帰っ

て、対応策を検討させていただきたいと思います。 
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Ｑ④関連 外国人のごみ問題について 

 外国人のごみの分別の問題については、単身者用のアパートが近くにありまして、

中国人実習生が１０人くらい住んでいるのですが、ごみの分別の仕方がぐちゃぐち

ゃです。ただ、意図的にやっているのではなくて、分別の仕方が分からないのでは

ないかと思われます。彼らは町内会に入っていませんし、言葉の壁もありますので

なんともならず、近くの住民が渋々片付けている状況です。町内会としてどのよう

に彼らに啓発していけばいいか悩ましいところでして、中国語の看板を立てる等の

対策は取れないのか、お聞きします。 

 

Ａ④関連 環境部長（清掃事業課） 

 外国語の看板があるかについては確認が取れていませんが、中国語のごみカレン

ダーはございますので、これを活用して何らかの対応ができればと思います。後日、

ご回答させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

Ｑ⑤関連 ＡＥＤの設置について 

 ６月に町内のグランドゴルフ大会がありまして、途中で、参加された高齢者が倒

れてびっくりしました。その時は、軽い熱中症でした。立派なくすのき公園を作っ

ていただき、連日のようにお年寄りから子どもまでが利用しているのですが、あそ

こで同じようなことが起こったときに心配だという声がありました。ただ、人のい

ないところにはＡＥＤを置けないとのことですので、区民館くらいにＡＥＤがあっ

たら良いなと思います。区民館では遠いという人もいますが、地域によってはコン

ビニ設置を検討しているところもあるようです。ＡＥＤ設置については、市民館か

らも要望として意見が出ているようなので、ぜひご検討ください。 

（⑤としてまとめて回答） 

 

Ｑ⑤ 国府東地区市民館へのＡＥＤ設置について 

 国府東地区市民館は今年１０月 1日に開館３０周年を迎え、毎日多くの利用者が

あり、活発な地域活動が展開されています。幼児から高齢者や傷害を持った人など、

様々な方が地域の連携と触れ合いを大切にして市民館に集い、健康づくり、仲間づ

くり、文化活動などを活発に実施され、３０を超えるグループが利用しています。 

そのような状況の中で、もし万一心臓発作などで尊い人命の危険が発生した時に、

ＡＥＤが設置してありません。一番近くは、名鉄国府駅、豊川信用金庫です。消防

署西分署に通報しても、姫街道は非常に渋滞しており、一刻を争うような事態には、

とても無理があります。最初の３分が命の分かれ目です。遅ければ後遺症が出て大

変な状況が危惧されます。今やＡＥＤは人の集まるところには無くてはならないも

ので、市民館活動で尊い人命を失うことのないように、強く設置をお願いするもの

です。 

この地域は、これからますます新たに住宅が建てられ、若い世代も育っていきま

す。多くの高齢者を抱えて生活している住民も大勢います。先日も、小学校高学年
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によるキャンプを実施しましたが、小学生４３名に対して私が個人的に所有してい

る資機材を活用してＡＥＤのトレーニングを行いました。幼いころからそのような

訓練をすることが必要です。この地域で設置されれば、使い方の指導は地元でやり

ますので、是非とも国府東地区市民館にＡＥＤの設置を希望します。 

 

Ａ⑤ 市民部長（市民協働国際課） 

まず、市内でのＡＥＤ設置状況でございますが、小中学校や保育園、市役所や４

支所などの主な公共施設に加え、民間事業所での設置を含めますと、市で確認して

いる数値ではありますが、消防で持っているものを除き、現在１８５ヶ所にＡＥＤ

が設置されており、国府東地区市民館の近くでは、名鉄国府駅、西明寺幼稚園、Ｊ

Ａひまわり八幡支店に設置されております。なお、市内の設置箇所については、市

ホームページ内の「きらっと とよかわ ガイドマップ」の中の防災情報の中にＡＥ

Ｄ設置場所を掲載しておりますのでご覧いただければと思います。 

次に市民館へのＡＥＤの設置状況でございますが、市内には３０箇所の地区市民

館がありますが、設置されているのは、旧音羽町地区の２つの地区市民館（萩、赤

坂台）で、合併前に企業からの寄付を受けて設置されているもののみでございます。 

西川連区長さんがおっしゃる通り、病院外での心原性心停止に対しては、ＡＥＤ

により心臓に高いエネルギーの電流を流して、この電気ショックによって、心臓の

異常な興奮を抑制して、正常な刺激の発生と心臓の働きを取り戻して助かる可能性

があり、市としましても、救命に有効なＡＥＤの設置の重要性は認識しております。 

そこでＡＥＤの設置についてですが、ＡＥＤの設置場所や配置に関して、最近ま

で具体的な基準は示されていませんでしたが、平成２５年９月に厚生労働省から効

率的、効果的な設置に向けた「ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン」が公表さ

れました。 

この指針では、ＡＥＤの効果的・効率的設置に当たって考慮すべきこととして４

つの項目があげられております。 

① 心停止の発生頻度が高い（人が多い、ハイリスクな人が多い） 

② 心停止のリスクがあるイベントが行われる（マラソンなどリスクの高いスポ

ーツが行われる競技場） 

③ 救助の手があり、心停止を目撃される可能性が高い（人が多い、視界がよい） 

④ 救急隊到着までに時間を要する（旅客機、遠隔地、山間等） 

つぎに、ＡＥＤの設置に要する費用でございますが、本体の取得費に１台約４０

万円（６～７年ごと）、バッテリーの交換約４万円（３～４年ごと）、使い捨てパッ

ドの交換約１万円（使わなくても１年半ごと）が必要となります。 

こうした状況の中、市としても、今後、このガイドラインを参考として、効率的、

効果的な設置について検討が必要であると考えています。（全体的な取りまとめは

消防本部） 

したがって、まずは、より大勢の人が集まる公共施設からの整備となると思われ

ます。また、今後の設置先として、いつでも、誰もが使用できるような場所への設
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置ということも検討課題として捉えているとのことです。 

このようなことから、国府東地区市民館へすぐに設置という要望には現段階では

お応えできません。 

なお、余談になりますが、国府小学校校区には、消防署西分署がございます。 

消防本部に聞いてまいりましたが、国府東地区市民館近辺での救急車の所要時間

は通報から現地到着まで、４分程度とのことであります。また、西分署の救急車と

消防車にはＡＥＤが設置されておりますので、万が一、救急車が出動中であっても、

消防車が出動するとのことでしたので、消防への連絡をしていただくということで、

緊急時の対応をお願いできればと考えております。 

 

Ｑ⑤意見 国府東地区市民館へのＡＥＤ設置について 

 すぐに設置できないことは、当然承知の上で私は申し上げています。なぜ、国府

東地区市民館に設置をお願いするかと言いますと、豊川市として最初に設置してい

ただくことで、他の地域から「国府東部連区はできたのか」というモデルケースと

なるようお願いしたいのです。メンテナンスにお金がかかることは十分承知してい

ます。建物の中に設置するのではなく、２４時間、いつでも誰でも取り出せる玄関

先の外に設置します。それを持ち出せはアラームも鳴りますし、盗まれる心配は全

くありません。市民館にＡＥＤが設置されるということは、この地域においてとて

も心強いことです。この市民館でも柔道などの激しいスポーツをやっています。お

年寄りも、障害を持った方もみえます。急変したときに手元にＡＥＤがあればすぐ

に、実施できます。ＡＥＤそのものは、使い方を知らなくても、誰でも蓋を開けれ

ばガイドが流れてそのとおりに使えばいいということで厚生労働省が認可して全

国展開したわけですので、何とか豊川市で１番目にこの市民館に設置していただき

たいと思います。 

 

Ｑ⑤関連意見 ＡＥＤ設置について 

 消防に通報して４分で到着した場合、救命率は何％になるかということですが、

２５％です。近くにＡＥＤがあって２５％の命が助かるなら助けたいと思います。 

ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

 

Ｑその他① いなりについて 

 先ほど、市長さんから、昨年のゆるキャラグランプリにおいて、いなりんが３３

位であったというお話がありました。キャラクターは大変いいと思いますが、残念

な点は、一人で歩けないところです。大人気のふなっしーは、自分で飛び跳ねてい

ます。ぜひ、付き添いがなくても歩けるよう改善する必要があるのではないかなと

思います。 

 

Ｑその他② ふるさと納税について 

 市がふるさと納税寄附金条例を作ってみえることは承知しています。お土産とし
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て、米５㌔を先着１００名にあげていることも承知しています。市として今後どう

していくのか、方針を教えていただきたいと思います。 

 

Ａその他② 企画部長 

最近、ふるさと納税が新聞等で話題となっていまして、目的外に利用されている

のではないかという批判もあります。本市の場合、お米は市が用意したのではなく、

ひまわり農業協同組合さんから寄附でいただいていますので、市の支出はございま

せん。派手にやっている自治体は、税金を使って景品を用意することで納税を勧め

ており、本末転倒のところがあります。豊川市としては、「ふるさと納税の趣旨に

沿う形で、税金を使わないやり方で競争には加わらない。ただし納税をしていただ

けるような仕組みにはしていきたい」という考え方です。 

 

 

連区長あいさつ 

 市長を始め、各部長様におかれましては、精一杯のご回答をいただきまして、あ

りがとうございました。また、地域の皆様は、いろいろとご質問いただき、ありが

とうございました。 

こうした関心をもっている人たちが集まってこのまちを運用していますので、今

後も住民の皆様は、連区長や区長を通していろいろな要望を出していただきたいと

思います。市長を始め、各部長の皆様は、行政機能を最大限に発揮していただき、

国府東部地区をさらに住みやすい安全なまちにしてくださいますよう、よろしくお

願いします。 

 

 

 


