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御津連区の「市長を囲む懇談会」【概要】 

 

日 時 平成２６年１０月３０日（木）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、建設部長、上下水道部長、支所統括監 

 
御津連区長あいさつ 

 本日は、市長さんをはじめ副市長さん、各部長さんにおかれましては、公務ご多

忙のところ御津連区の「市長を囲む懇談会」にご出席賜り、誠にありがとうござい

ます。日頃は、御津連区の運営につきまして、深いご理解とご協力をいただいてい

ますことを、連区を代表して厚くお礼申し上げます。 
 さて、この「市長を囲む懇談会」は昨年も開催いたしましたが、役員等の引き継

ぎの際に、大変有意義な会議であるのでぜひとも継続していって欲しいとのお話が

ありました。そこで、７月の第２回区長会で各地区の区長にご提議申し上げ、２か

月間、地元の意見を吸い上げていただくようお願いしましたところ、９月の第３回

区長会で、昨年から引き続き要望申し上げるものや本年度新たにお願いするもの等

１２項目程の意見が上がりました。本日の議題は、事務局がそれらの意見について

皆さんに簡単なアンケートを取り、上位５項目にまとめさせていただいたものでご

ざいます。なお、この１２項目については、「市長への要望書」として９月３０日

に市役所に出向き、市長にしっかり説明、要望申し上げています。 
 本日は、限られた時間ではありますが、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。 
 平成１９年に私が市長に就任してすぐ、御津町、音羽町との合併があり、６年半

が経過いたしました。以来、旧宝飯４町と一緒になって新豊川市のまちづくりを推

進してまいりました。なかなか、皆様すべてのご希望通りにはなっていない部分も

あろうかとは思いますが、本日のような機会を通していろいろなご意見を伺いなが

ら、より良いまちづくりを進めてまいりたいと思っています。 
 昨年は、市制施行７０周年ということで８４の記念事業を実施し、皆様のご理解、

ご協力のもと、成功裏に終えることができました。改めて感謝申し上げます。 
 課題はいろいろございますが、東日本大震災以来、防災が重要な課題になってま



2/13 

いりました。特に、御津地区は臨海部であり、津波等の災害を心配しているところ

です。防災についても、地元の皆様のご意見を聞きながら、災害に強いまちづくり

を進めてまいりたいと思います。 
 今年の５月、元総務大臣の増田さんが「２０４０年には全国１８００ある自治体

の内８９６市区町村が消滅する可能性がある」とのレポートを出され、人口減少が

大きな話題となりました。人口減少が進むなか、今後は、現在のまちを維持してい

くことが大きな課題になってくると考えています。これにつきましても、どうすれ

ばまちが活性化していくか、皆様のご意見を伺いながら施策を進めてまいります。 
 御津臨海部には工業用地もございますが、東日本大震災以来、企業進出のお話が

全くない状況が続いています。用地はたくさん空いていますので、市としても企業

誘致にしっかり取り組むとともに、湾岸道路等のアクセス整備については、県にし

っかり要望してまいります。２３号線については、この御津地区が 後の整備地区

になっていますが、まだ用地買収の段階で、今後、５、６年はかかると思います。

その間、地域の皆様には大変なご迷惑をおかけしますので、一刻も早く完成するよ

う市としてもできる限りの方策に努めてまいりたいと思います。 
 本日は５つの議題につきまして、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。高齢化率の高い御津地

域の駅のバリアフリー化も遅れており、車椅子利用者や高齢者などの弱者には利用

しにくい駅です。 

 本年度は「愛知御津駅周辺まちづくり検討業務」が始まり、一歩前進した感があ

ります。また、御津地域住民の意向を反映させるため、「駅を活かしたまちづくり

連絡協議会」を立ち上げました。本日は、会の代表及び事務局の方にもご参加いた

だいています。今後、豊川市と連区、同協議会が相互に協力し、検討業務の推進が

図られることを期待しています。 

 ここで、３点お伺いします。まず１点目として、現在整備中の市道松本入浜線・

同御津為当線の進捗状況と、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、南北駅前広場の整備、連絡通路について、目標と今後の方針を

伺います。３点目として、駅の橋上化や連絡通路について、鉄道事業者との協議に

その後進展はありましたでしょうか。 
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Ａ(1) 建設部長（都市計画課） 

(全体図) 

昨年１１月に、全体の考え方について説明させていただきましたので、今回はそ

の後の進捗を中心に説明致します。駅周辺地区全体図をご覧ください。これは、昨

年も使った図面ですが、愛知御津駅、ＪＲ東海道線、東三河環状線、国道２３号線

という位置関係です。 

まず１点目の都市計画道路の進捗状況と完成見込みから説明します。都市計画道

路松本入浜線につきましては、今年度、この赤い部分を市有化する事業を予定通り

実施いたしました。それから、国道２３号（蒲郡街道）及び県道小坂井御津線との

交差点接続について公安委員会と協議をしてきたわけですが、協議が整いましたの

で、２７年度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９

５ｍの接続工事を行い、２８年度は南側の東海道新幹線ガード下から国道２３号ま

での約４５ｍの接続工事を実施して事業を完了する予定です。 

ただ、公安委員会との協議により国道２３号との交差点には中央分離帯が残り右

折禁止となる事から、蒲郡方面へのアクセスとして、市道御津西方井領田４号線外

２路線の拡幅整備を行い、暫定的に活用を図ってまいります。この市道改良のスケ

ジュールとしては、２６年度中に用地取得を行い、拡幅改良工事を２７年度に予定

しています。従いまして、来年度末には県道小坂井御津線から松本入浜線とこの支

線を通って交番のところまで抜けられるようになる予定です。 

次に都市計画道路御津為当線につきましては、２３年度に１件の家屋移転が終わ

りましたが、まだ、数名の地権者が残っており現在も交渉の継続中で、地権者の理

解が得られ次第、用地測量を行う予定としています。こちらは前回の説明から進捗

がありません。いただいている意見の中には、北口の駅前広場の整備計画をきちん

と示して欲しいとのご要望もありましたので、その点も含めて検討しており、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。 

(駅周辺拡大図) 

駅周辺拡大図をご覧ください。２点目の駅の橋上化、南北駅前広場の整備及び連

絡橋に関する目標と今後の方針について説明致します。先ほどの図面の駅付近を拡

大したもので、これが東海道線の軌道、上が北側でここが現在の駅舎、下が南側で

ここが小坂井御津線という位置関係です。昨年度、この場で調査費を付けて検討を

進めたいと答えさせていただきました。今年度に入り「愛知御津駅周辺まちづくり

検討業務」として設計コンサルタントに委託をしながら、現在検討作業を進めてい

るところです。目標と今後の方針というご質問ですが、９月に行いました交通量調

査の結果に基づいて、現在、駅利用の状況分析を行っています。今後、駅施設の規

模の検討から鉄道横断施設や駅前広場を含めた駅施設の検討を進め、年内には概算

事業費も含めたいくつかの案の作成までを目標にして作業を進めていきます。 

ご承知のとおり、こうした施設の築造や改築には非常に大きな事業費が必要です。

合わせまして、駅周辺への影響も考えますと、現在、オレンジ色のラインで示した

範囲で駅前広場が都市計画決定されておりますが、これについても規模の見直しも
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考えられますし、市の財政計画に影響する事も十分に想定をされます。従いまして、

まず市内部での調整を先行してある程度進め、なるべく早い時期に地元の皆様と話

し合いのための「たたき台」となる案をお示ししたいと考えています。調整内容に

もよりますが、その目処といたしまして、年度内には何らかの形で地元の方々との

意見交換をスタートさせたいと考えていますので、よろしくお願いします。なお、

地元の「やるなら橋上駅」との思いは十分承知しておりますことを付け加えさせて

いただきます。 

先ほど、連区長さんから、地域の方により「駅を活かしたまちづくり連絡協議会」

を立ち上げたとありました。市としましても、そうした地域のまちづくりに対する

思いというものは、是非お聞かせいただきながら進めたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願い致します。 

３点目の鉄道事業者との協議の進捗という点ですが、当然、案を作成するには、

鉄道事業者との条件整理も必要になり、今年度も６月に一度、ＪＲ東海に出向いて

打ち合わせを行っています。進展があったかという点ですが、実はＪＲからは非常

に厳しい話が多く出されていまして、特に費用の一部負担という点では、今回実施

した交通量調査、駅の乗降客数の状況からも、なかなか良い回答をいただくのは厳

しいとの感触もあります。しかしながら、今後も案の作成だけでなく、設計から工

事の完成まで、ＪＲ東海やＪＲ貨物とは継続して協議が必要となりますので、粘り

強く協議を進めて参りたいと考えています。 

 

Ｑ(2) 都市計画道路の早期開通について 

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。豊川市西部地域との交流をはじめ、国道１号や斎場会館への

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。 

 特に、国道２３号蒲郡バイパスの工事に伴い、国府、御油、国道１号方面へ向か

う車両が豊沢地区の狭い生活道路を通り抜けるようになり、危険度が増すことを危

惧しています。豊沢～国府間については、難航している箇所を迂回するなど方策を

講じ、早期の開通をお願いします。 

 また、国道２３号豊橋バイパス豊川為当インターの開通に伴い、環状線の渋滞を

避けるため赤根、大草地区内を通過する車両が増え、交通事故が多発しています。

これらについても、国府赤根線の開通により、交通事故の減少と渋滞の緩和が図ら

れると考えられます。 

 現在の進捗状況、今後の予定、東海道本線と交差する跨線橋に関する鉄道事業者

との協議の経緯について、昨年度より進展があったかについてお伺いします。 
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Ａ(2)-①建設部長（道路建設課） 

（1-1 図） 

都市計画道路国府赤根線の状況ですが、昨年の市長を囲む懇談会でご説明をさせ

て頂いた時から、県道金野豊川線より北側区間、県道より南側の広石区間と、西豊

沢区間、東海道本線を跨ぐ跨線橋の協議等、いずれの区間においても目に見えるよ

うな事業の進捗は図られていませんが、蒲郡バイパス東部区間の開通をきっかけに

環境が大きく変わる事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、県と共に事業を推進しています。 

現在の取り組みですが、県道金野豊川線より北側につきましては、国府町側で２

名の方の用地が未買収となっており、内１名の方と鋭意交渉を行っています。御津

町側につきましても広石で１名、豊沢で２名の計３名の方の用地が未買収となって

おりますが、こちらも鋭意交渉を行っている状況です。 

（1-2 図） 

西豊沢地区につきましては、今年度、町内会から国府赤根線へのアクセス道路と

して御津豊沢久蔵３号線の拡幅要望も提出され、市の方では、平成２７年度から２

ヵ年で整備をする計画としています。 

（1-3 図） 

また、東海道本線と交差する跨線橋につきましては、過去、御津町時代にＪＲ東

海と計画協議を行いましたが、西豊沢付近の整備前にこの区間の整備を行うと２３

号側からの通過交通が流れ込んでしまう事から、事業の進捗状況に合わせて、鉄道

事業者との協議を進めていきたいと考えています。 

（1-4 図） 

ご質問の地権者の同意が得られない箇所を迂回する方策ですが、すでに蒲郡バイ

パスを越える辺りまで既設区間ができてしまっていることと、当該区間については、

戦国時代の史跡である茂松城跡が存在しており、史跡保護の観点から切土による多

大なる影響を回避するため、平成１０年に８３０ｍ区間の線形について都市計画変

更をしていることなどにより、再度の線形見直しについては非常に難しい案件とな

っています。しかし、事業を進める方策の一つとして、県と相談してまいります。 

（1-1 図） 

また、話題の中にもあります、東三河環状線の豊川為当インターから国道２３号

までの渋滞ですが、名四国道事務所による平成２６年３月の蒲郡バイパス（西部区

間）蒲郡インターの開通前後の交通量調査によりますと、供用開始時には交通量が

増えましたが、一月後には、供用前より交通量が減少している状況と聞いており、

総体的には心配したほど交通量は増えていないと考えています。ただし、確かに跨

線橋を下りた交差点から赤根、大草等を迂回して蒲郡街道へ回る車が増えているこ

とは間違いないと思いますので、今後も、この点については注視してまいりたいと

考えています。 

各区間共に早期の整備が望まれるところですが、今後の整備の進め方としまして

は、県道豊川蒲郡線北側から国府側の残った用地を買収して国府側に抜けるトンネ
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ル整備を 初に、その後、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、御津町下佐脇地内から為当地内を経由して御津町

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あります。 

 名豊バイパスの事業化、一部開通に伴い、工事車両の通行量の増加及び御津地域

の公共施設への大型車両のスムーズな進入により公共施設の集客数の増加も見込

めることから、市道為当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。 

 因みに、私は下佐脇に住んでいますが、国道２３号の開通によりとても便利にな

りました。周辺道路の整備も、ぜひともよろしくお願いします。 

 

Ａ(2)-②建設部長（道路建設課） 

（2図） 

国府為当線から御津広石日暮五反田線の区間で１件の未買収地がありましたが、

県に確認したところ用地買収契約の締結をする事ができましたので、２６年度中に

国府為当線交差点から約２０ｍ区間を除き、土地改良事業で用地の確保されている

保健センター北側の御津広石五反田日暮線までの道路改良工事を行うとの事です。 

国府為当線交差点から約２０ｍの区間につきましては、契約していただいた土地

の物件の移転時期が２６度末となっている事や、先線について十分な道路幅員があ

りませんので、市で大型車の迂回路として、体育館北東角から都市計画道路下佐脇

豊沢線までの、御津広石五反田日暮線１００ｍを、２７年度に拡幅整備（現道６ｍ

→８ｍ）する計画としています。また、国府為当線交差点からの未整備区間２０ｍ

につきましては、市の工事時期に併せ、県が工事をする計画となっています。 

都市計画道路下佐脇豊沢線と国府為当線との交差点につきましては、信号設置が

考えられるわけですが、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、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区間の道路整備が必要になり相当な時間も掛かると思わ

れますので、それまでの間は国府為当線との交差点は当面一時停止での暫定整備で

供用開始をする計画です。 

今後は、土地改良事業で用地が確保されている箇所が一部残りますが、その先線

の県道大塚国府線あるいは都市計画道路国府赤根線までの整備をどの時期に整備

を始めるか、蒲郡バイパス、都市計画道路国府赤根線及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

いきます。 
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Ｑ(3) 河川改修と改修後の維持管理（河川内の立木等の伐採、土砂除去）について 

 二級河川御津川及び音羽川につきまして、下流より順次河川改修されており、引

き続き河川改修をお願いします。しかしながら、改修後に土砂が溜まって河床が上

がった所では、木や竹、葦などが生えています。近年、全国でゲリラ豪雨等が発生

していますが、大雨が降った場合に流木等の障害物により河川の氾濫を引き起こす

ことが危惧されます。そこで、河川内の立木、竹、葦などの伐採と、土砂により河

床が著しく上がった所の土砂の除去をお願いします。 

 

Ａ(3) 建設部長（道路維持課） 

（御津川及び音羽川模式図） 

 お話をいただきました御津川と音羽川のご当地にかかる範囲について模式図に

してみました。橋の名前が書いてありますので、だいたいの位置関係がおわかりに

なるかと思います。 

今回のテーマは、改修済区間の維持管理についてでありますが、そのご説明の前

に少し時間をいただいて、河川改修事業の状況について説明させていただきたいと

思います。まず、二級河川音羽川でありますが、全体計画区間は三河河口から 上

流地点長沢町地内の山口橋付近までであります。現在、整備を行っている事業区間

は、河口から御園橋付近までの約９．２km で、愛知県により平成１６年度から河

川整備が行われております。県に確認しましたところ現在は、河口から約２．３km

付近までの整備を終えて、下橋周辺の改修を行っており、平成２７年度には完了す

る予定とのことです。そしてその後は、上流の護岸工事に入る予定と聞いています。 

次に二級河川御津川ですが、同様に全体計画区間は三河湾河口から 上流地点御

津町金野地内の見竹橋までであります。現在、整備を行っている事業区間は、河口

から見竹橋までの約４．２km です。こちらも愛知県により平成１７年度から河川

整備が行われております。県に確認をしましたところ現在は、宮前橋手前までの整

備が終わっており、引き続き整備する予算を要望しているとのことです。 

なお、見竹橋から上流については、市の管理河川であります。台風などの自然災

害で崩れた箇所を緊急に対処できる応急措置と現況の河川状況を維持するための

維持管理の対応を行っています。 

（白川模式図） 

ついでといっては何ですが、白川についても少し触れさせていただきます。 

二級河川白川の全体計画区間は音羽川合流点から 上流地点平尾町地内の飛石

橋上流付近までの約８．７km であります。整備を行っている事業区間は、音羽川

合流点から白川橋付近までの約５km です。こちらも、愛知県により平成１６年度

から河川整備が行われております。整備状況を県に確認しましたところ、現在は河

口から一部未買収箇所を除き立切橋下流付近までの約５５０m の整備が終わって

おり、今年度は立切堰・豊川用水の水管橋の施行を進める予定で、立切橋の架け替

えは平成２７・２８年度に整備を進める予定と回答をいただいています。 
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（玉袋橋から上流を望む写真） 

前置きが長くなりましたが、ここからがご質問に対するお答えとなります。これ

は音羽川の玉袋橋から上流を見た写真ですが、ご指摘のとおり、立ち木等が繁茂し

ております。 

（玉袋橋から剣橋を望む写真） 

 これは逆に剣橋方向を見た写真ですが、やはり草がいっぱいです。こうした改修

済箇所における立木伐採が必要なところについて県に確認しましたところ、玉袋

橋・剣橋付近の立木伐採については、今年度９月補正の予算で対応を予定していま

すという回答をいただきました。 

 また、土砂浚渫についても県に確認しましたが、玉袋橋・剣橋付近については、

今後、予算要望をしていきますという回答でした。 

（御津中学校横から御津川下流を望む写真） 

こちらは御津川の御津中付近です。どこに水が流れているのかといった状態です

が、こちらも同様に県に確認しました。まず土砂浚渫については、川の下流に当た

る東海道新幹線付近から上流に向かって、今年度は予算の範囲内で行う予定で、立

ち木伐採については、次年度以降の対応で予算要望をして行きますという回答でし

た。 

（高根橋から上流を望む写真） 

 これは高根橋付近ですが、立ち木がせり出しています。 

（大坪橋から下流を望む写真） 

これは大坪橋付近。葦などが繁茂しています。 

しかしながらこうした葦等の撤去については、これはすべての県管理河川で共通の

取扱いとして、洪水時には水の流れで倒れることから流れに支障がないことと、河

川等の浄化に役立っているので基本的には刈らないという回答でした。 

これまでのお答えをまとめますと、県河川の立木伐採・土砂浚渫について、川の

流れに支障になるような箇所は予算要望をして対応するように考えており、いずれ

の場合も少しずつでも前に進むように対応をしていきたいということになろうか

と思いますが、個別箇所で気になるところがありましたら、市にご連絡いただけれ

ば、県に通報し、対応についてお答えさせていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

（金野大橋から上流を望む写真） 

なお、御津川の市管理河川の区間、金野大橋の上流部にも立木がありますので、

これは今年度に伐採を予定しています。ただ、葦などについては洪水時に確認しま

したが、確かに倒れてしまいますし、土砂堆積状況は水の流れに支障がないと判断

しておりますので、今後の状況を注視する考えであります。 

 

Ｑ(3)-①関連質問 河川改修について 

 音羽川等の河床に、葦等が大変繁殖しています。たまたま 近は三河地方に大雨

がありませんが、仮に100㎜/hの雨が降った時には大変なことになると思います。
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人間の生命保護のためにも県にしっかり働きかけていただきたいと思います。音羽

川の南部小学校から上流のあたりで氾濫したとしますと、御馬や下佐脇全体が水に

浸かる可能性は無きにしも非ずです。 

 

Ａ(3)-① 建設部長（道路維持課） 

 先ほど説明したように、繁茂した木や堆積した土砂については順番に対応すると

の回答を県からいただいていますので、特に音羽川の御馬の辺りを中心に再度お願

いしておきます。葦については、県は、台風等の際には倒れるし、水を浄化する要

素もあるので除去しない方針のようですが、それでもどうにも気になるということ

でしたら、強く要望していきたいと思います。 

 

Ｑ(3)-②関連質問 河川改修について 

 御津川宮前橋までの右岸については、今年度に工事を始めると聞いていました。

しかし、先ほどの説明ではやらないとのことでしたが、本当ですか。コミュニティ

バスがあの付近を走っているのですが、あそこは通れなくなるので迂回するという

ことで、先日の交通会議にかけていたと思います。学校運営委員会でも、歩道がこ

こから宮前橋までできるので安全になりますよと発言していますので、今年度、工

事をしないのならば発言を撤回しなければなりません。確かなことを確認してみて

ください。 

 

Ａ(3)-② 建設部長（道路維持課） 

 宮前橋までの工事は、残念ながら今年度は予算がついていません。要求はしてい

ますが、御津地区では既に３か所工事をしていますので、他の箇所との配分で来年

度になるようです。早急に確認して、ご回答申し上げます。 

 

Ｑ(3)-③ 関連質問 河川改修について 

 市で御津橋の架け替え工事に着手されているかと思います。御津橋を架け替えて

くださるのは大変うれしいのですが、御津橋の少し上流まで、県の御津川堤防が非

常に低いです。伊勢湾台風のときには、ここは破堤しました。私の計算では、両岸

が破堤すれば御馬、西方、泙野、大塚、赤根の１千世帯が完全に水没します。現実

にそのようなことがありましたし、たった５年前にも堤防を乗り越えています。毎

年、泙野はそれを恐れて写真付きで要望を出しています。県の堤防ですので市で対

応するのは難しいとは思いますが、県がどのように考えているのかを知りたいので

す。御津橋は６５㎝高くなるだけです。５年前の時も、水門はあるのですが、閉め

た方がいいのか、そのままにした方がいいのか迷って、結局、閉めなかったようで

す。川の水が溢れて、危機一髪でした。津波や地震だけでなく、緊急の問題として

考えていただき、具体的な対策を取っていただきたいと思います。伊勢湾台風等の

スーパー台風とかではなく、 近の台風でも危険な状況ですので、相当強く県と掛

け合っていただきたいと思います。 
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Ａ(3)-③ 建設部長（道路維持課） 

 御津橋の架け替え工事については、地元の皆様に相当のご迷惑をおかけするかと

思いますが、よろしくお願いします。 

洪水の件については、浸水被害等の話は十分承知しています。また、台風の時の

水門操作については、私ども職員も切実な問題として考えていまして、例えば遠隔

操作ができないかとか、操作ボタンだけでも安全な場所へ下せないかなど知恵を絞

りつつ、管理者である県と協議しているところです。御津橋の工事を行うに当たっ

ても、一部、堤防を高くできないか等の協議も行っています。本日は詳細が分かり

ませんので、後日、協議内容等について情報提供をさせていただきます。 

 

Ｑ(4) 空き家の所有者管理について 

 核家族や高齢化に伴い空き家が増えることは豊川市内に限らず全国的な問題か

と思われますが、特に御津町御馬のような狭い路地が入り組んだ地域では、地震や

台風等による倒壊は、隣接する家屋にも被害が及びます。また、保安面でも問題と

なり、所有者には 小限の管理をお願いする必要があります。 

 ところが、管理上の問題が生じても、連絡先を市役所でも把握していない場合や

個人情報保護の下に開示できないケースもあり、所有者への対応について、市と町

内会との連携についてどのようにしたらよいかご指導をお願いします。 

 空き家とはいえ、個人の所有物ですので、勝手に処理できないのが現実だと思い

ます。ですから、所有者の連絡先を市と連携して把握することが必要となります。

方法としては、死亡届が出された場合等、家族構成を見て空き家になる恐れがある

世帯の場合は情報提供をお願いしたいと思います。現状は、転入、転籍、死亡等の

届出が出された場合、市から町内会へは情報は入りません。市は、届出者に町内へ

も申し出るよう指導してくださっているようですが、実際には町内へ話がないケー

スが非常に多いようですので、よろしくお願いします。 

 また、所有者には、 小限の管理方針の決定を義務化する必要があると思います 

自治体も個人の問題だと片付けることはできなくなるのではないかと思います。定

期的に見守るなかで、状況を把握していただくことが重要だと考えます。 

 町内会長という立場からお話しさせていただくと、住民からいろいろな苦情が寄

せられます。しかし、市で分かっていることでも個人情報として教えていただけな

いため、私たちもいろいろなところから遠回りして調べる必要があり、答えは同じ

なのに回答に至るまでに時間がかかるというのが実情です。これらの点を考慮して、

町内会長には、市で分かっている情報は提供していただきたいと思います。 

 

Ａ(4) 建設部長（建築課） 

（空き家の相談先） 
 ご意見にありましたように、全国的に放置された空き家が増えていますが、空き

家といえども個人の財産であることから、取り扱いに苦慮し、社会問題となるケー

スがあります。このため、この臨時国会に「空き家等対策の推進に関する特別措置
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法」が上程されるなど、国レベルでも対策に動き始めています。 
本市としましても空き家問題は、取り組むべき重要課題として認識しております。

しかしながら、空き家問題は危険家屋、火災、防犯、ゴミの問題と多岐に渡ってお

り、それぞれの担当課で対応しております。空き家が倒壊の危険性がある場合は建

築課、火災の危険性がある場合は消防本部予防課で対応しております。防犯につい

ては、人権交通防犯課においてパトロールを強化し問題があれば警察に届けます。

ゴミ問題の場合は清掃事業課となりますが、ごみも個人の財産であり今の法律では

踏み込んだ対応はできないのが現状です。 
地域の方にとっては、まず、誰の家だかわからない、あるいは、持ち主は知って

いるがすでに亡くなったとか、どこかへ転居して連絡が取れないといったこと、さ

らに仮に所有者や管理者が判ったとしても、近所つきあいの中でなかなか言いにく

いといったことが主な悩みかと思います。 
今、市では、全市的にどれくらい空き家があるか把握する手段として、水道メー

ターを注視しています。水道メーターが回っていない場合、空き家の可能性が高い

ということで調査を進めており、できれば、年度内には一定の把握をしたいと考え

ています。現時点における市の対応としましては、空き家について町内会から相談

や苦情があれば、建築課及び消防本部予防課では法務局等で所有者などの調査をし、

所有者がわかれば連絡を行い、市から直接改善を勧告します。また必要であればそ

の後の経過報告もさせていただきますので、まずは市役所へご連絡をいただきたい

と思います。なお、画面では例示として、事案により市における担当課と電話番号

を示させていただきましたが、どこに連絡が入っても対処すべき担当まできちんと

ご案内いたします。 
 さらに、先ほど申し上げました新しい法律が成立しますと、その施行日以降、市

は例えば、保安上危険であったり、衛生上有害となる恐れがあったりする空き家へ

の立ち入り調査や、家主に対する除却・修繕・立ち木の伐採などの指導・助言や勧

告・命令までする権限も持つこととなります。本市としましてはこうした情報を入

手するとともに、地域の不安解消に向け、できる限りの対応を取ってまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いします。 

 
Ｑ(4)-① 関連質問 

 近隣を散歩していると、この頃、かなり空き家が目立ちます。その対応は、自治

体によってかなり異なると思いますので、豊川市独自の対策があってもいいのでは

ないでしょうか。国の方針に従うだけでなく、例えば固定資産税を高くするとか、

いろいろな手法を考えてみてください。 
 市役所のそばにあるごみ屋敷についても、市で対応することはできないのですか。 

 
Ａ(4)-① 副市長 

 空き家の問題については、税金の問題を抱えています。家屋を壊して更地にして

しまえば、家屋税はゼロになります。ただ、もともと古い建物の税金は安い上に、
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土地の固定資産税も小規模宅地として２００㎡以下は６分の１に減免されていま

す。それが、更地にすると、土地の税金は６倍になってしまうのです。例えば、息

子が東京に行ってしまう場合、家屋を解体するにもお金がかかりますし、更地にす

れば家屋税が減った分より土地の固定資産税の上がる方が大きくなって、結局、税

金の負担が増えてしまうという問題が発生します。そこで、国も対応策を考えてい

るところだと思います。 
 市役所そばのごみ屋敷については、先ほど部長が申しあげたとおり、所有者にと

ってはごみではなく宝であり、財産だと思っていますので、なかなか指導が難しい

状況です。 
空き家の問題は議会等でも取り上げられていますので、国の方針が決まればそれ

に基づいて適切な対応を図ってまいりたいと思います。 

 
Ｑ(5) 特定環境保全下水道事業の早期着工及び下水道整備跡の舗装整備について 

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。さらには、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

ので、第１０次拡張計画に加え、早期に着工するようお願いします。 

合併して６年が経ちますが、豊川市との合併以前に始めた下水道工事が、合併後、

ストップしたままの地域が、西豊沢地区をはじめ一部あります。昨年の回答では、

合併前に認可された区域の内、市街化区域については整備が完了し、市街化調整区

域の豊沢、赤根、泙野、下佐脇地区の４地区の約２０ha が残っていますとのこと

でした。現在、第９次拡張計画で、平成２１年度から概ね１０年間で整備を完了さ

せる予定だそうですが、残念ながら御津の４地区は整備予定区域になっていません。

次は第１０次拡張計画になろうかと思いますが、御津の４地区は、１０次計画の後

になるのか、多少は早まる可能性があるのかをお伺いします。住民としては、一刻

でも早く完了して欲しいとの思いがあります。 

 また、豊川市に合併前の旧御津町時代に実施された下水道工事で埋め戻した跡に

ついては、時間の経過とともに凸凹となっている箇所が多くみられ、自転車や車両

の通行に支障が出るほか、降雨時には水たまりが出来るなど、安全面で問題があり

ます。そこで、生活道路整備事業と重なる部分もありますが、下水道工事跡の舗装

整備をお願いします。西豊沢地区では、下水道工事の埋め戻し箇所がかなり凸凹で

あり、毎年の土木工事要望で出させていただいています。７年目にして念願がかな

い、ちょうど今、工事を始めていただいています。数日前、荷物を届けてくれた宅

配便のお兄さんに「今までガタガタだった道がこれで良くなりますね」と言われま

した。いろいろな生活道路を走っている方から見ても、今までかなり凸凹であった

のだなということがよく分かる発言だと思います。単に埋め戻して簡単に舗装する

のではなく、生活道路として安全に気持ち良く使えるような道路にしていただきた

いと思います。 
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Ａ(5) 上下水道部長（下水整備課） 

お話がありましたとおり、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おります。 

ご質問にあります合併前に事業認可された区域ですが、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、約２０ha がございます。これらの地区

の下水道整備につきましては、以前から地元市議、町内会長さんや、昨年の「市長

を囲む懇談会」でもご要望をいただいており、地元の熱意も感じております。 

第１０次拡張計画に加えてということですが、すでに認可がされた地区でありま

すので、昨年もお答えしましたが、現在整備を行っております第９次拡張計画など

の各地区の整備状況等を踏まえてということでしたが、今のところ９次拡張計画も

順調に来ておりますので、第１０次拡張計画と同時期、できれば、少しでも早く、

事業着手していければと考えております。 

現在、市では、これらの認可地区における課題等を整理しておりまして、事業が、

効率的に実施できるよう整備方針などを検討しているところであります。整備にあ

たりましては、受益を受ける方々の費用負担が生じてまいります。このため、地域

の皆様方のご同意などの合意形成が必要となりますので、今後、事業実施に向けた

話し合いなどの場を設けていければと考えております。 

次に、下水道工事跡の舗装の修繕でございますが、現地調査や他課からの連絡、

住民の方からの情報などをもとに、マンホール周りの段差や下水管路の掘り山のへ

こみなど、下水道施設が起因している案件については、下水管理課の方で修繕して

おります。ご指摘の件につきましても、今後、該当箇所などをお聞きし、状況によ

っては道路部局と調整し、適切に対応させていただきたいと考えております。 

今後も住民生活や交通への影響を軽減するよう、修繕を行ってまいりますが、予

算も限られており、危険な箇所等、優先度も考えながら行ってまいりますので、ご

理解をお願いいたします。 

 

 

御津連区長あいさつ 

 市長さんをはじめ副市長さん、各部長さん、本日は長時間にわたりありがとうご

ざいました。これをもちまして、御津連区の「市長を囲む懇談会」を終了いたしま

す。 

 

 


