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八南連区の「市長を囲む懇談会」【概要】 

 

日 時 平成２６年１０月１６日（木）午後７時から午後８時３０分まで 
場 所 八南公民館 
参加者 副連区長始め６２名 
    市長、副市長、企画部長、市民部長、産業部長、建設部長 

 
八南連区副連区長あいさつ 

 みなさん、こんばんは。本来は連区長の井上さんがあいさつするところですが、

急な体調不良により私が代わってあいさついたします。 
八南連区は、３年前に「市長を囲む懇談会」を実施しています。当時、野口池北

側の三昧山に、宗教団体が特別支援学校を新設するという話が持ち上がりました。

風評によると大変な団体であるということで心配し、「市長を囲む懇談会」におい

て相談させていただきました。結果、市のご協力の下で県に働きかけていただき、

現在は太陽光発電システムの設置ということで収まっています。ありがとうござい

ました。 
さて、八南連区としては、小中学校の登下校時における子どもたちの安全確保の

向上に取り組んでいます。本日は、そのための要望をさせていただきますのでよろ

しくお願いします。 

 
豊川市長あいさつ 

 こんばんは。本日は、八南連区の「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。 
 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。特に昨年の１１月９日、１０日に開催しましたＢ－

１グランプリにおきましては、全国から５８万を超える方々が豊川市にお越しくだ

さいました。会場はかなり混雑しましたが、大きな事故もなく無事に終えたことを

うれしく思っています。また、７０周年事業ではありませんが、昨年５月には新市

民病院を開院することができました。これも皆様方のご協力のおかげと、厚く感謝

申し上げます。 
 現在、八南小学校の改築工事を進めているところです。地元の皆様にはしばらく

の間ご迷惑をおかけしますが、立派な校舎をつくっているところでございますので、

ご理解、ご協力をお願いします。 
 昨今、少子高齢化と急激な人口減少が全国的に大きな課題となっており、約３０

年後の２０４０年には、８９６市区町村が消滅する可能性があるという話が出され

ました。東三河地方だけでも、新城市、設楽町、東栄町、豊根村が消滅する可能性
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があると言われていまして、大変な問題であると考えています。それが理由かはわ

かりませんが、９月の内閣改造で石破地方創生大臣が誕生し、国として地方を元気

にする施策を進めていくとのことでした。どのような施策が出てくるかしっかり注

目して、乗り遅れないようにしていきたいと思います。 
 さらに、国は女性登用に力を入れており、５人の女性大臣が誕生したところです。

女性の社会進出を促進するとともに重要なポストにつけていくとのことで、市とし

てもしっかり受け入れていきたいと思っています。 
 今後も、市民の皆様からさまざまなご意見をいただきながら、よりよい豊川市を

つくってまいりたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 
（出席者の紹介） 

 
 
議 題 

 
Ｑ① 八南小学校南側市道市田八幡線の歩道改修について 

 八南小学校南側市道市田八幡線の歩道改修をお願いしたいと思います。歩車道境

界部全長部にガードレールを設置していただくとともに、歩道部の凸凹部や冠水部

の改修をお願いするものです。 

 

Ａ① 建設部長（道路建設課） 

全体位置図をご確認ください。まず、位置関係の確認ですが、西から順に筋違橋、

竹下交差点、八南小学校、西浦交差点、白川、池田交差点となっています。市道市

田八幡線と呼んでいますが、東三河環状線ができるまで県道だった路線でして、２

車線の道路であり通過交通は多く、一部市田町中之島あたりを除き、道路北側に２．

０ｍ～３．５ｍ程度の歩道が設置してあります。図の赤線が改修等ご要望の箇所、

青点線が周辺の八南小学校通学路を示してあります。 

このような自動車交通量の多い道路の整備基準としまして、歩道と車道を分離す

ることが望ましい訳ですが、その手法としては一般的に現在設置してあるような歩

車道境界ブロックを設置することとされています。ただし、車輌の走行速度が速い

区間やカーブなどで見難い区間のうち、歩行者の通行が多い区間や児童・園児の登

下校に利用されていて歩行者の安全確保のために必要な区間については、歩車道境

界ブロックの代わりに防護柵の設置でも可能とされています。 

この観点から、いただいた要望区間を見てみますと、八南小学校の西側筋違橋ま

でと、東側のいたづ内科の前あたりは通学路に指定されおり、更なる安全対策とし

て防護柵の必要性というのも十分理解できるところです。なお、東側区間の小学校

から花ノ木住宅のあたりまでは、すでにガードレールが設置されています。 
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次にその東側、市田町西浦交差点から中之島交差点の少し先までの区間は歩道が

なく、本来であれば歩道がほしいところかと思いますが、現在のように家屋が集中

している状況では現実的に困難なため、当面現状のままでお願いしたいと思います。 

そこからさらに東の池田交差点、そして県営千両住宅の南側までについても要望を

いただいておりますが、一応境界ブロックが設置してあることや現在のところ通学

路指定もないことから、防護柵の設置については、今回は見送らせていただきたい

と考えております。 

なお、ご要望ではガードレールとのことでしたが、ガードレールよりもガードパ

イプの方が、特に歩いている子どもさんが視認しやすいため、 近では歩車道分離

用の高強度のガードパイプが主流となっています。そこで、ガードパイプで対応し

たいと考えています。 

拡大した西側区間位置図をご覧ください。ここまでをまとめますと、防護柵の新

たな設置については、全区間についてご要望いただきましたが、当面は通学路を

優先として、小学校から筋違橋までの区間とさせていただきたいと考えています。 

市道市田八幡線の写真をご覧ください。これが、その区間の一部の写真ですが、

工事については、なるべく車道も歩道も広く使えるよう、歩道の幅が狭いところで

は今あるブロックを撤去してガードパイプの支柱を打ち込み、筋交橋へと歩道幅が

少し広くなるところでは、ブロックを残したまま歩道側にガードパイプを設置する

ようにしたいと考えています。 

次に歩道の凸凹や水たまりの対策についてです。現場を見させていただきまして、

歩道の舗装について傷みが著しい場所を確認いたしました。これは西側区間に限ら

ず、３町全線にわたってございましたので、その部分については舗装の打ち替えも

しくは、補修等で順次対応していきたいと思います。 

ただ、ガードパイプも含め、路線延長が長く事業費も多額となりますので、どう

しても複数年かかることとなります。連区要望を７月にいただき、早速、この９月

議会で補正予算を確保しましたので、今年度中に整備に着手して、早期完了を目指

すということで、ご理解とご協力をお願いします。今年は、小学校から西側へ１８

０ｍから２００ｍを予定しています。さらに、交差点から児童クラブまでの道路の

拡幅について以前からご要望いただいていますので、ここの側溝や舗装の工事と合

わせて、間もなく発注する予定です。新年度以降、複数年掛けて残った区間を順次

整備し、早期完了を目指しますので、ご理解くださいますようお願いします。 

 

Ｑ② 野口池全周部への侵入防止柵の敷設と釣り・遊泳禁止札の設置について 

 野口池には、侵入防止の柵が一部しかありません。子どもにとっては大変危険で

すので、侵入防止柵の設置をお願いするものです。 

 

Ａ② 産業部長（農務課） 
１点目の侵入防止柵の敷設については、現在、市内には農務課で管理している「農

業用ため池」は４２箇所あり、そのうちフェンスで囲まれていない「ため池」が３
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２箇所、総延長では約７，０００ｍあります。野口町内会の土木要望のように、園

児や小学生の「ため池」への転落や水難事故などから守るためには、進入防止柵等

の安全対策を早期に行う必要があると認識しております。そこで、来年度から安全

対策が未整備な「農業用ため池」３２箇所について、フェンス設置の予算化に向け

て調整してまいります。現段階の計画においては予算との兼ね合いもあり、全ての

「ため池」のフェンス設置には数ヵ年を要しますが、地域的な環境、ため池の規模

などを総合的に判断する中で、必要性の高い「ため池」から順次整備を進めていき

たいと考えています。 

また、野口池につきましては、南側面はフェンスや看板が設置されていますが、

それ以外の東西北側には設置されていません。設置にあたりましては池周辺の土地

は個人所有地がほとんどです。そこで、２７年度に関係者と無償借地や契約等によ

って土地を借用する段取りを行い、できれば平成２８年度にフェンス設置をしてい

きたいと考えています。 

２点目の看板設置については、野口池のような「農業用ため池」で、ヘラブナ等

の釣を楽しんでいる人たちも多くなってきていますが、「農業用ため池」は釣り場

ではありませんので、次年度早々に対応できるよう「つり禁止等の看板」設置の予

算措置をしていきたいと考えています。 

 

Ｑ②関連 野口池全周部への看板等設置、桜の木の伐採について 

 野口池のフェンスには、「立入禁止」「釣り禁止」「不審者を見つけたら１１０番

通報を」の３種類の看板を設置していただきたいと思います。「釣り禁止」の看板

を要望する理由としましては、以前、野口池で釣りをしている人に注意したところ、

「立入禁止とは書かれているが、釣り禁止とはなっていない」と言われたことがあ

るからです。 

 また、釣り人が、私有地だと思われる野口池東側の土地へ不法に侵入し、警察と

豊川市の看板があるにもかかわらず、駐車しています。子どもの通学に支障を来た

しますので、安全確保のためにもガードレールを設置していただきたいと思います。 

 フェンスの内側に、直径５cm から１０cm の桜の木が５本ほど、３ｍ程度、伸び

ています。これが成長すると、北風や大型台風等でゆすられることで疲労し、堤防

が傷みます。桜の木が枯れた場合、根っこが腐って空洞化し、そこから漏水する恐

れがあります。堤防の決壊が心配ですので、撤去をお願いします。 

 

Ａ②関連 産業部長（農務課） 
看板については、当初「立入禁止」と「釣り禁止」の２種類を作るつもりでした。

先ほどご説明したとおり、フェンスで囲まれていないため池は３２箇所ありますの

で、統一したデザインのものを設置していきたいと思います。不審者についての看

板は、防犯を担当する市民部と相談して取り組んでまいりたいと思います。 

 野口池東側道路の側道に釣り人が駐車している件についても、建設部の担当課に

伝え、対応を検討してまいります。 
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 フェンス内側の樹木につきましても担当と協議し、伐採の方向で検討してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

Ｑ②関連 野口池東側の違法建築物について 

 野口池東側道路の横に２、３軒ほど違法な建築物が建っていますが、市は認めて

いるのでしょうか。ガードレール等を設置するにあたり、支障が出てくるのではな

いかと心配です。 

 

Ａ②関連 副市長 

状況をしっかり把握していませんので、一度お調べしてご報告します。 
 

Ｑ③ 通学路交差点部で事故発生の多い箇所へのカラー舗装の実施について 

 市田町は南北に長い町内で、その中心に白川が流れています。従来は、田舎で交

通量の少ない町内なのですが、ここ数年、子どもの登下校時間に、東西に走る道路

を利用する車両が増えてきています。特に、橋に続く交差点に車両が集中し危険度

が増しています。市のご協力のもと、一時停止線や白線は引いていただいているの

ですが、運転手にさらなる注意喚起を図るために、誰もがわかるようカラー舗装を

していただきたいと思います。 

 今年になって、警察のお世話になったものも含め、市田町を東西に走る道沿いの

田んぼに車が落ちたなど、はっとするような事故が数件起きています。もちろん小

中学校での安全教育や、警察の方に立っていただくこともたいせつですが、それ以

上に効果的な、とにかく視覚で注意を促すカラー舗装の実施をお願いします。 

 場所については、まず赤早稲地区の、白川に架かる赤早稲橋から東側に下った

初の交差点です。ここでは今年、大きな事故ではないですが、左右未確認による接

触事故が数件発生しています。もう一箇所は中之島地区で、出口橋から西に下った

松永寺北東部交差点です。ここは、昔からお住まいの家が連なるところで、垣根が

道幅ギリギリまで延びています。そのため、一時停止しても、車のボンネットが半

分以上出ないと左右の確認ができません。それくらい狭い昔からの道ですが、小中

学校の通学路になっています。さらに、赤塚山公園から南に下りた、池田交差点か

ら１本北側の交差点も、通学路でありながら危険箇所となっています。これらの箇

所に、赤色等のカラー舗装をしてくださいますようお願いします。 

 

Ａ③ 建設部長（道路維持課） 
 赤早稲橋東側交差点につきましては、赤早稲橋を利用する車両が通過する交差点

として交通が集中しており、また、通学路として利用されていることも承知してお

ります。現地の状況等を確認させていただきましたところ、過去に交通事故が発生

していることも確認しており、ご要望のとおり、交差点部の安全対策としてカラー

舗装等を年内に実施いたします。南側から赤塚山方向を見た箇所については、イメ

ージ写真のとおり、赤色舗装により、一旦停止の注意喚起をしたいと考えています。
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また、東方向から赤早稲橋を見た箇所については、ドットマーク（白の破線）表示

を行います。 

松永寺北東交差点につきましては、市道市田八幡線（旧東三河環状線）を迂回す

る車両が多く通行し、また、幅員の広くない生活道路であることを認識しておりま

す。現地の状況を確認させていただきましたところ、通過車両が多い中、交差点部

で道路の幅員が変化するなど危険な状況であり、事故防止のため、交差点のカラー

舗装により、安全対策を年内に実施いたします。 

同様に、池田交差点北側交差点につきましても、年内にカラー舗装を実施します。 

 

Ｑ④ 市道市田八幡線への歩行者・自転車専用押釦信号の設置について 

 市田八幡線の西浦信号交差点から１本西側、コインランドリー横の横断歩道につ

いては、大勢の中学生が登下校時、集団でかなり強引に渡っており、大変危険です。

近くに信号機はありますが、押しボタン式の信号があれば、より安全に渡れるので

はないかと思い、設置を要望するものです。 

 

Ａ④ 市民部長（人権交通防犯課） 
はじめに、歩行者用信号機は公安委員会（警察）に設置の権限がありますので、

市が設置するものではないことをご理解いただきたいと思います。 

今回、お話のありました、市道市田八幡線の西浦信号交差点の西の交差点（横断

歩道有り）への歩行者・自転車専用押しボタン信号機の設置につきましては、さる

８月１８日に市長名で豊川警察署に対しまして設置についてお願いをいたしまし

た。８月２８日に豊川警察署から回答がありましたので、その回答の内容を申し上

げます。 

１点目として、申し出のあった交差点は、既設の西浦信号交差点までの距離が１

３０ｍと大変近いため、信号機の設置は難しいとのことです。２点目といたしまし

ては、歩行者用信号機の設置には信号灯器の設置、スペースが必要となります。要

望箇所については、コインランドリー側には歩道があり、歩行者が待機する場所が

あるのですが、南側には歩行者が待機できる場所がないということで、現時点では

道路の構造上の点においても、信号機の設置は難しいとのことです。また、参考の

情報としては、今後の東三環状線の開通によって、車の流れが大きく変わることが

予想され、周辺の交通環境の変化が読みきれないこともあるそうです。以上の理由

から、この場所に押しボタン信号機の設置は難しいとのことでした。 

市といたしましては、８月１９日に、中部中学校に出向き、教頭先生から生徒の

安全通学状況と指導方法についてお話をお伺いいたしました。学校では、この交差

点に横断歩道があるため、通学路として指定しております。生徒の安全横断につい

ては、日ごろから指導をしているそうです。また、学校が行う現地指導といたしま

しては、毎月０の付く日に教師が交差点で安全指導を行っています。更に、ＰＴＡ

の協力を得て、年に１０回程度、複数の保護者がこの交差点で安全指導を行ってい

ただいているのが現状のようです。先生とのお話の中で、この交差点の横断につい
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て２学期以降は更に指導を強化するとのことでした。 

学校対策とは別に、交通安全指導隊の八南分隊に対しまして、安全指導を強化し

ていただくようにお願いをいたしました。 

 交通法規によれば、横断歩道に歩行者がいる場合は、車は止まらなければいけな

いというのがルールであり、小学校では「横断歩道は手を上げて渡りましょうね」

と交通安全指導をしているかと思います。中学生にはそこまで徹底できないかもし

れませんが、歩行者が渡るという意思表示を明示することも安全対策の１つだと思

います。ソフト面における対策について学校とも話をしていきたいと考えています。 

 当面、押釦式信号機の設置については困難であるとの回答で、大変申し訳ありま

せんがご理解くださいますようお願いします。 

 

Ｑ⑤ 八南小学校西側から３本目のＪＡカントリー側南北道路通学路の拡幅につ

いて 

ＪＡカントリーがある通学路は南北に通っている田んぼ道ですが、道幅が３ｍ前

後と狭く、路肩の農業用トラックが駐車していたりすると、子供の通行に支障を来

たしています。現状は、農家の方が遠慮して、子どもの通学時は農作業を止められ

ています。そこで、Ｕ字溝に蓋をし、道路幅を拡幅していただくことを要望するも

のです。 

 

Ａ⑤ 建設部長（道路建設課） 

現道は通学路でありながら、車両通行幅員が３．０ｍ程度と狭くすれ違いには困

難な道路幅員でありますが、通学路としての安全対策として平成２４年度には運転

者への注意喚起を行うために路肩へのカラー舗装を行っています。 

 ご要望の拡幅についてですが、現状、水路の端から端までで６．８ｍありますの

で、この敷地を有効に利用するため、地域の皆さんから道路や水路の利用状況を聞

きながら、例えば道路の高さを下げるとか、部分的に構造物を設置するなど、車道

の幅員を現在の３ｍから５ｍ程度に広げる方法を検討し、事業化に備えていきたい

と考えています。 

ここは農地ですので、水路の片方は用水、もう片方は排水として利用されている

と思います。具体的にそのような方法で良いかどうか、地元の方にご相談させてい

ただきたいと思いますので、その際はよろしくお願いします。 

整備時期につきましては、当面は交通量が多い市道市田八幡線の整備を 優先と

させていただき、当該路線につきましては、その後の事業化を考えて計画を立てて

まいりますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。 

 

 

Ｑ⑥ 東三河環状線と国府馬場線が交差する信号の北側Ｔ字交差点への横断歩道

の設置について 

 姫街道のケンタッキーがある八幡町横道西交差点から１つ北側、パチンコタイキ
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の駐車場裏側の道路が東三河環状線にぶつかる箇所が、通学路となっています。通

学路の手前に止まれの標識があるのですが、車は標識で止まるのではなく、環状線

のすぐ近くまで来ないとスピードを緩めません。非常に危険なので、ここが通学路

であることがわかるよう横断歩道を設置していただきたいと思います。 

 

Ａ⑥ 市民部長（道路維持課） 

ご要望をいただいておりますＴ字交差点は、主要地方道国府馬場線と平行する市

道野口前野横道線から東三河環状線へ接続する経路となり抜け道として利用され

ていると認識しております。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、このＴ字交差点を歩道から歩道へと横断していることにつきましても

承知しております。 
 ご要望の横断歩道につきましては、歩行者の横断の用に供するための場所である

ことが示されている道路の部分と定義されておりまして、管轄は警察署となります。 
豊川警察署へ確認したところ、このＴ字交差点は通学路であり、また、交差する市

道野口前野横道線は主要地方道国府馬場線を迂回する交通が集中するため、豊川警

察署としては、横断歩道が必要であるとの認識であり、現在のところ、県警本部に

対して要望を上げる予定している状況でありました。 
 この箇所の横断歩道の要望につきましては以前より頂いており、豊川警察署と協

議を行い、市道を走行する車両への対策として、白線により車両の一時停止を強調

する対策を実施しているような状況であります。 
 これらのことを踏まえまして、豊川市としましても、横断歩道の設置が実現でき

るように、引き続き、豊川警察署へはたらきかけていきますので、ご理解をお願い

します。 
 

Ｑ追加質問① 東三河広域連合（仮称）について 

 近、新聞紙上で東三河広域連合について、豊橋市長や新城市長のコメントを良

く見かけます。せっかくの機会ですので、市長さんからもお話を伺いたいと思いま

す。 

 

Ａ追加質問① 市長 

東三河広域連合は、住民サービスの維持向上と効率的な運営のために、６つの業

務を東三河地域で一緒に進めましょうということで、設立の検討を始めたものです。

一時、蒲郡市が難色を示したので決定に時間がかかりましたが、何とか了解を得ま

したので、これから進めていく予定です。介護保険事業や滞納整理事務等の６項目

を、設立当初から共同で取り組む事業として１２月議会に諮り、２７年の３月まで

に発足することを目指しています。今は、順調に進んでいますので、よろしくお願

いします。 

 
Ｑ追加質問①-2 東三河広域連合（仮称）について 
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 豊川市は、本宮山から三河湾まで、山あり、海あり、川ありと自然豊かな地域で

すが、地下水等の環境保全について、広域連合では取り扱わないのですか。また、

新城市で問題になっている産業廃棄物対策についても、広域で取り組む姿勢を示さ

ない限り、なかなかうまくいかないのではないかと思います。 

 この八南校区は、合併により市のど真ん中に位置することとなりました。今後、

この地区がどのようになるのか、将来像をお聞かせいただきたい。 

 

Ａ追加質問①-2 副市長 

地下水の問題については、広域連合の業務として取り上げる予定はありません。

なぜなら、地盤沈下については、用水規制やストレイナーの基準決定、用水量の届

出などは、県の所管業務となっているからです。 
産業廃棄物に関する許可等も県の業務です。現在、新城市で問題になっています

し、豊川市においても旧一宮町の地区で、業者は一時置きと言っていますが、現実

には廃棄物の山がどんどん大きくなって、今では業者が当初と変わってしまったと

いう問題が発生しています。ある県会議員から聞いた話によれば、県は、春日井市

の産廃業者の許可を一時的に止めたところ裁判で負けてしまい、５０億円ほどの損

害賠償請求を受けているそうです。よって、県としては、法律的に合致していれば

認めざるを得ないそうです。また、新城市は条例を制定し、業者に対する指導を強

化しようとしているのですが、産廃業者側も理論武装をしていて、なかなか指導が

スムーズにいかないというのが現状のようです。同じような例で、里山保全の対象

であった名古屋市平針地区の土地を、業者が買い取って学校法人や住宅開発を行お

うとたため、市が買い取る交渉をしたところ、結局、価格が折り合わず、業者側は

市を相手に、価格交渉で事業が遅れたことによる損害賠償請求を起こしています。 
 八南地区は豊川市のど真ん中ではありますが、人口減少のなかで、新たに市街化

区域にして住宅地を開発するのは難しいと思われます。ただ、野口地域については

市街化調整区域でも公共下水道整備を進めていく予定ですし、八南地区や平尾地区

は区画整理を行っていますので、必然的に住民は増える予定です。当面は、東三河

環状線の大崎・三蔵子地区整備を県に進めていただき、そうすれば国道１号線より

北側をループするようになりますので、東三河環状線周辺はかなり交通の便が良く

なると思います。また、八南地区においては、新市民病院を建設するにあたってさ

まざまな要望をいただいており、病院建設は 優先と考え、既にかなりのものは対

応させていただいています。いろいろな問題があろうかと思いますが、市としては、

町内要望としてまとめられたものについては、今後も真摯に対応していくつもりで

すので、よろしくお願いします。 
 

Ｑ追加質問② スズキ自動車の移転について 

 スズキ自動車が本市から撤退するとの報道発表がありました。昔は、あそこには

蔵子線が走っていて工場が東西に分断されていたのですが、新市民病院を建設する

にあたり一体化して道路整備を行ったという経緯があります。東西をくっつけたこ
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とにより土地の価値が高くなった上での撤退というのは、いかがなものでしょうか。 

 

Ａ追加質問② 副市長 

スズキの会長とは、私は３０回ほど、市長は公務で都合のつかないときがござい

ますがそれでも２５回程度は、今までにお会いしています。昨年の１２月に、豊川

工場の撤退ではなく、浜松の都田工場に二輪車の拠点をつくるとの記事が出ました。

今は磐田市に合併された竜洋町のテストコースと二輪車の技術センター、本社の高

塚工場で造っていたエンジンの３つを、５年から７年掛けて統合するとのことでし

た。 

ところが、先般、鈴木の会長がおみえになり、あと４年で豊川工場は完全撤退す

るとのお話がありました。段階的に撤退し、従業員は湖西等に配置するとのことで

す。 

新市民病院を建設するにあたっては、蔵子線を廃路にして、スズキ工場を一体化

したわけでございますが、もともとスズキ工場は上空に通路があり、レーンが通っ

ていて、製品が通過するようになっていました。豊川工場は耐震化が済んでおらず、

当時、スズキの会長さんは、上空でつながる工場ではなかなか建築許可が下りない

ので、何とか一体化したいとおっしゃっていました。図面を見せていただきながら、

市民病院側は倉庫を持ってくるとか、本社工場からエンジンの組み立てを持ってき

て製品化までの全体を豊川工場で行うとの話があったことを記憶しています。 

先般のお話では、当時、５０万台から６０万台であった生産台数が一番少ないと

きは１８万台まで落ち込んだそうです。二輪車生産を海外へシフトしたこと、スズ

キの会長自身が２０１１年の東日本大震災以来、工場が臨海部近くに多いことを心

配して、どちらかというと都田へ移したいとの思いがあったこと、オートバイの生

産台数が少ないことなどから、豊川工場、本社、旧竜洋町のテストコースと技術セ

ンターを一本化するということになったようです。 

 ですから、当初は、あくまでもスズキ工場の耐震化と合わせて新しい工場を建て

るという計画であったのが、お話しましたような諸事情から、このような結果にな

ったものです。会長のお話によれば、スズキ自体は黒字経営なのですが、四輪車の

生産は黒字でも二輪車は赤字だそうです。小さなオートバイは海外で生産するよう

になり、 終的には、それが豊川工場の撤退につながったそうです。 

 

Ｑ追加質問③ 八幡桜の補強について 

 平成２０年に、１５７本の桜の木を 古瀬川沿いに植えていただきました。現在

までに台風等で１３本が倒れ、その内、平成２３年までに植え替えていただいた６

本については、当初に植えていただいたような状態で植え替えをしていただきまし

た。ところが、本年度植え替えた７本については、情けない補強の仕方がされてい

ます。本来、風で倒れたのであれば、風に耐え得る方法で補強していただかなけれ

ばならないのに、小さな竹で補強しただけで、結果、植え替えた７本の内３本は既

にだめな状態になっています。３本については、再度、植え替えていただくととも
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に、７本全てをきちんと補強し直していただきたいと思います。 

 この７本については、倒れてから植え替えるまでに３年ほど掛かっています。先

ほど堤防決壊のお話がありましたが、一旦倒れたら植え直してはいけないと言われ

てきたものを、東三河県庁に出向いてお願いし、許可を得た上で今年度にやっと植

え替えていただいたにもかかわらず、既に３本がだめになってしまったことは残念

でなりません。しっかり補強し直さなければ、残りの４本も風等でだめになってし

まう恐れがあります。業者の良し悪しは言いませんが、せっかく植え替えるのであ

れば、もっときちっとした補強をしていただきたいと思います。 

 

Ａ追加質問③ 建設部長（道路維持課） 

まず、親身になって桜の世話をしていただいている「八幡桜を育てる会」方々、

並びにこの事業にご理解をいただいている地域の方々に、心よりお礼申し上げます。 
 ご指摘の件は、昨年度、台風の強風で飛ばされてなくなってしまった河津桜７本

の補植のことだと思います。当初、平成１８年度から２０年度にかけて１５７本の

桜を設置しましたが、そのときの支柱や、その後の植え替えの支柱が杉梢丸太の添

え木であったことを考えても、本年度に植え替えた添え木は、竹ではなく丈夫な丸

太とすべきでした。現在、竹で添え木をしている５本については、できるだけ早く

丸太の添え木に替えたいと思います。また、枯れた２本についても植え替えたいと

思いますが、同等品の入手がすぐにできない場合は、しばらくお時間をいただきた

いと思います。 

 なお、業者の選定に問題があったのではとのことですが、緊急的な補植で小規模

だったため、業者判断に委ねてしまった市に責任があり、今後はこうした場合でも

仕様など細かな点にも気を配るよう、監督職員を指導したいと考えています。現地

を確認した際に枯れた桜の苗木を見て、桜をかわいがってくださっている方々の気

持ちを思うと、本当に心が痛みました。申し訳ございませんでした。 

 

Ｑ追加質問④ 八幡町民館へのＡＥＤ設置について 

 公民館等の市の公共施設にはＡＥＤか設置されていると聞きます。町民館のよう

な地元施設についてはＡＥＤ設置の補助もないし、災害時の避難所としても指定し

ていただけません。我々としては、町民館を提供しているつもりであるし、それな

らば市で施設を建てていただきたいとの思いもあります。我々も市民であり、税金

も払っています。町民館を優先するくらいの気持ちで対応していただきたいと思い

ます。八幡西地区には５００戸以上あるにもかかわらず、ＡＥＤが設置されている

のは農協さんくらいしかありません。公共施設に限定するのではなく、市内全域に

平均的に行き渡るよう、ＡＥＤの設置基準を見直していただきたいと思います。 

 

Ａ追加質問④ 副市長 

ＡＥＤ設置については、先進地においてコンビニ設置を行っている事例があるた

め、市では研究を進めているところです。地区市民館等は夜間、閉館している等の
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問題があるのに対して、コンビニは２４時間営業していて、常時、人がいるという

メリットがあります。金銭的に可能かどうかは別として、市内のどこのコンビニに

行ってもＡＥＤが設置されているようになればいいと、私自身は考えています。現

在、研究中ですので、もうしばらくお待ちください。 

 
八南連区閉会あいさつ 

 以上を持ちまして、八南連区の「市長を囲む懇談会」を終了させていただきます。

本日は、３年連続で連区要望としてお願いしてまいりました件へ誠意ある回答をい

ただき、心よりお礼申し上げます。なお、市長、副市長をはじめ部長様方、連区の

ために貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。ご参加いただきました

住民の皆様、ありがとうございました。 


