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代田連区・諏訪連区合同「市長を囲む懇談会」【概要】 

 

日 時 平成２９年１月１６日（月）午後７時 

場 所 豊川市文化会館 

参加者 連区長始め１００名 

    市長、副市長、企画部長、防災対策監、財産管理監、子ども健康部長、 

建設部長、教育部長 

 

連区長あいさつ（代田校区会 会長 内田） 

 日頃より代田校区の活動に積極的にご参加いただき、ありがとうございます。活

動の際、疑問に思ったこと、わからなかったこと、市に聞きたいといったことなど

があり、本日、このような機会を設けさせていただきました。 

みなさん、よろしくお願いいたします。 

 

（出席者の紹介） 

 

豊川市長あいさつ 

 みなさん、こんばんは。改めまして新年明けましておめでとうございます。旧年

中はいろいろとお世話になりました。市政にご協力いただきまして本当に感謝申し

上げます。本年もよろしくお願いしたいと思います。 

年末からお正月にかけましては、たいへん暖かい素晴らしい天候に恵まれ、今年

はいい年になりそうだと思ったところでありますが、先だっての土曜日からは雪が

降り、非常に寒い日になりました。このような急激な気候の変化の際には特に、皆

様、お体に十分お気をつけいただきたいと思います。 

本日は代田連区・諏訪連区のみなさんの市長を囲む懇談会ということで、夜分遅

く、また寒い中、多くの方にご参加いただきまして誠にありがとうございます。連

区の皆様方から、事前にいろいろな要望をいただいておりますので、それぞれにつ

きましては、市の担当がご説明させていただきますが、私からは全体的なことを少

しお話させていただきます。 

私、一昨年の１０月が３期目の選挙ということで昨年１年が終わりまして１０年

目に入ったところです。その間、皆様方からは大きなご支援をいただき、おかげを

もちまして無事にやってこられたと思い感謝しております。私が最初に市長選に出

る時、大きな目標としておりました豊川市の福祉と文化、スポーツの盛んなまちづ

くりという３つの大きな目標を掲げ、市政を運営してまいりました。福祉、文化・

芸術は自治体にとりましてたいへん大きな事業でございます。しっかり事業を行っ

ていきたいと思います。また、スポーツでございますが、運のよいことに、私が当

選した年から、駅伝で、豊川工業さんはその前からずっと出ておられましたけれど

も、豊川高校さんの女子が出場し、いきなり素晴らしい成績をあげてくれました。
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実に昨年で１０回連続の出場となり、大活躍をたいへんうれしく思っております。

また、昨日行われた全国都道府県対抗女子駅伝では今年は５位ということで、昨年

の優勝に比べれば、結果については少し残念でしたが、何よりうれしく思ったのは、

豊川高校出身の選手が多く出場してくれたということです。今年の箱根駅伝でも豊

川高校、豊川工業高校の出身者が１１名走っておられました。そんな中で青山学院

大学が３連覇という輝かしい成績を残したわけですが、その中でも２人豊川高校、

１人豊川工業高校出身の生徒が走っており、活躍をたいへんうれしく思ったところ

でございます。そしてまた、ご存知のように豊川高校の水泳部も大活躍でした。男

子は４連覇、昨年は女子も優勝してアベック優勝という素晴らしい成績を収めてく

れました。これからも全国で活躍していただけるものと思います。また、諏訪から

は女子のプロ野球選手が出たということで、これからもしっかりと応援していきた

いと思っております。このように、豊川市では本当に多くのみなさんにスポーツで

活躍していただいており、これが豊川市の元気の源になっていると思います。これ

からもできる限り応援していきたいと思っております。そのような中、施設整備を

しっかりと行い、選手のみなさんにとって使いやすい施設を作ってまいりたいとい

うことで、これまでに第３種公認の陸上競技場、千両のスポーツ公園の野球場、そ

して赤塚山の市民のスクエア、こちらはまもなく完成ということですが、人工芝の

グラウンドで、今後、サッカー場としても利用されるものと思います。 

昨年、平成２８年度から、豊川市は第６次総合計画ということで１０年間の豊川

市の計画を発表させていただきました。それに向かって職員一同がんばっていると

いう状況でございます。主なものといたしましては、現在、全国的に少子高齢化、

そして人口減少ということで日本の人口がだんだん減っているということで政府

もこれを食い止めるための施策を行っております。特に豊川市では子育て支援をし

っかりとしていこうということで、子どもたちのためのいろいろな施策を行ってい

るという状況です。「子育てするなら豊川市」と言われるような豊川市を目指して、

がんばっていきたいと思っているところでございます。そんなことでたくさん課題

はありますが、ひとつひとつに対処できるよう努力していきたいと思っております。 

他にも、産業振興について、働く場所を作ることが重要だと考えており、大木の

企業団地については完成とともにすべて買い手がついたということで、現在、すで

に３社ほど操業を始めております。このような企業の誘致をしっかりとしていきた

いと考えております。 

ちなみに、人口減少ということでございますが、一昨年の国勢調査では、東三河

について豊川市を除き人口が減少したということでございました。愛知県において

も東三河は減少傾向、そんな中にあって、豊川市は微増ではありますが、人口が増

えているということで、この勢いを続けていけるようがんばっていきたいと考えて

おります。 

皆様方には、これから本当にお世話になりますが、どうぞ、よろしくお願いいた

します。これをもちまして、開会にあたりましての私のご挨拶とさせていただきま

す。みなさん、今日は本当に、ありがとうございます。 
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議 題 

Ｑ(1)スズキ株式会社豊川工場・日立製作所豊川事業所の跡地及び校区内の 

公共施設について 

２点伺います。１点目は、スズキの跡地について、イオンモールの進出が取り

あげられていますが、現時点での状況について。また、日立の跡地についても、

今後どのように活用するのか、あわせて伺います。 

２点目は、代田校区内の公共施設について、文化会館をはじめ消防署・警察署・

保健所等多くあります。その中には、耐震基準等老朽化が考えられる施設もあると

思いますが、県の施設等も含め、今後の市の計画等について伺います。 

Ａ(1) 財産管理監（財産管理課） 

スズキ・日立の工場跡地の利活用につきましては、今年度よりスタートしまし

た第６次総合計画に基づき、人口減少時代の到来や少子高齢化の進行などに対応

したコンパクトシティを推進するとともに、合併により増加した公共施設の再編

や老朽化への対応などのために活用していく絶好の機会だと認識し、名鉄豊川線

の八幡駅前、国道１号や東三河環状線、建設中の名豊バイパスにも近いという交

通アクセスの良さなどを十分に考慮し、公共施設や商業、医療、福祉、住宅、公

共交通など様々な機能を集約した新たなまちづくりのため、スズキ跡地は、商業

施設、日立跡地は、文化、交流、福祉などの公共施設や住宅用地の立地について、

検討と調整を始めました。 

交渉状況につきましては、スズキ跡地は、民間同士の売買となるため、豊川工

場跡地活用における事業主体は、雇用、税収、街の活性化の観点から、安定した

経営基盤をもち、かつ、将来にわたっても安定した経営が見込めるものであるこ

とを要望してまいりましたところ、優先交渉権者をイオンモール株式会社に決定

されたことを、昨年８月末にスズキから報告を受けました。現在の状況としまし

ては、イオンモールで事業計画などを検討している段階であります。また、日立

跡地は、公共施設用地としての活用を検討しているため、用地取得を前提に、今

後のスケジュール及び売却価格を含む条件面などについて、継続して協議を行っ

ているところです。いずれにしましても、都市計画法上の用途地域の変更が必要

となりますので、今後、こうした手続きを含めまして、地元の皆様方には、ご理

解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

次に、代田校区における文化会館を始め消防署・警察署・保健所などの施設に

ついての計画であります。まず、文化会館ですが、「合併により多数の文化施設

を保有することになったため、今後、それぞれのホールの特徴や、重複する機能

等を検討し、総量の縮減を踏まえた新たな文化施設の建設と同時期に既存施設は

廃止する。」と計画に位置付けております。そのため、現在あります文化会館も、

今後、建て替えに向けた検討を始めることになる予定であります。 

次に、消防署につきましては、「変化する消防環境と増大多様化する消防需要

に対応した効率的かつ効果的な消防体制の構築を図るとともに、南海トラフ地震

等大規模災害に備えた防災体制と連携した施設のあり方を検討する。」と計画に
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位置付けておりますので、今後、現在建設を検討しております防災センターとの

連携を踏まえて、検討することになるものと考えております。なお、いずれの施

設におきましても、耐震上の基準を満たしております。 

また、豊川警察署及び豊川保健所につきましては、古いもので建築後５０年以

上が経過しているとのことですが、愛知県の施設でありますので、本市の計画の

中での位置付けはございません。なお、いずれの施設も耐震上の基準を満たして

いるとのことですが、具体的な建替えの計画については、明確になっていないよ

うですので、今後の愛知県の取り組みの推移を注視してまいりたいと思っており

ます。 

 

Ｑ(2) 校区内の道路等の修繕・維持について 

 校区内の道路等の修繕・維持について、地域からの要望はどのように、取り上げ

られているか伺います。 

Ａ(2) 建設部長（道路維持課） 

道路改良を始め、側溝や、カーブミラーの設置など、様々な多くのご要望をい

ただいております。 

市ではこうした地域からの要望を公平かつ効果的に行うため、毎年６月上旬頃、

市内全町内会に対し、土木事業にかかるご要望をいただく機会を設けさせていた

だいております。町内会単位で土木要望を出していただくということを基本とさ

せていただいております。 

いただいたご要望は、各担当課で現地調査を行い、工事の緊急性、必要性、優

先順位、また地域間でのバランス等も考慮し検討を加えた後、実施の可否につい

て判断しております。 

なお、事業の採否につきましては、次年度の要望依頼に合わせて、文書により、

ご回答させていただいております。土木構造物、道路や川についての要望があれ

ば、市からの調査に対する回答という形で町内会からお寄せいただければと考え

ております。 

また、道路の舗装の穴や、照明灯の球切れ、施設の破損など、緊急性のある事

案につきましては、書面でなく電話などによる口頭での連絡で対応いたしますの

で、住民の皆様の安全確保のためにも、ご連絡をいただきますよう、お願いいた

します。 

本年度より、このような道路の維持補修につきましては、従来は本庁を拠点と

して業務を行っていたものを、一宮庁舎の東部道路維持グループと御津庁舎の西

部道路維持グループへ拠点を配置しました。パトロールとあわせて実施していま

す。代田小校区につきましては東部道路維持グループ、または本庁道路維持課が

対応いたします。 

この体制により、より、迅速な対応を目指しますので、ご活用ください。 

 

Ｑ(3) 小・中学校へのエアコン設置について 
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 代田小学校・中学校へのエアコン設置がいつになるか、具体的なスケジュールに

ついて伺います。 

Ａ(3) 教育部長（教育委員会庶務課） 

児童生徒が、小中学校で主に日常生活を送る普通教室に対して、平成２９年度

から平成３１年度までの３か年で、市内全ての小中学校普通教室へのエアコン設

置工事を行ってまいります。 

平成２９年度には、代田中学校を含む市内１０の全中学校の普通教室に、エア

コン設置の工事を行っていくもので、夏休みなど授業等に支障のない期間を中心

に工事を進めてまいります。従いまして、中学校の普通教室においてエアコンが

設置され、夏場の猛暑時にエアコンを利用いただけるのは、平成３０年度のシー

ズンからとなる予定です。 

平成３０年度、３１年度の２ヵ年においては、市内全ての小学校の普通教室に

エアコン設置を行ってまいります。代田小学校につきましても、この２ヵ年の中

でエアコン設置を行ってまいります。 

授業の始め教育活動や学校運営とも両立させ、細心の注意を払いながら工事を

行ってまいりますが、工事の実施にあたりましては、地域の皆様にも何卒ご理解

をいただきたいと存じます。 

 

Ｑ(4) 児童館等の計画について 

代田小学校の児童クラブの人数が今年度増加し、一教室増えました。今後の児童

クラブの増設や、児童館等の計画について伺います。 

Ａ(4) 子ども健康部長（子育て支援課） 

はじめに放課後児童クラブは、お仕事に就いているなどの理由により、昼間、

自宅に保護者の方がいない小学生のために適切な生活の場を提供し、健全な育成

を図ることを目的に、小学生をお預かりする事業でございます。 

近年における女性の社会進出による働く女性の増加、また、平成 27年度から、

対象年齢が小学 3年生から小学 6年生までと拡大したことなどによりまして、放

課後児童クラブを利用するお子さんの数は、年々増加傾向にあります。 

豊川市内の利用児童数をみますと、平成 24年度の 1,009人から平成 28年度に

は 1,337人と、この 5年間で 328人・32.5％と大きく伸びている状況でございま

す。 

代田小学校におきましては、平成 24年度の 46人から、平成 28年度には 75

人と、この間、29人の増、率にして 63％と急増しております。 

特に、平成 27年度に 56人でした利用児童希望数が、平成 28年度には 77人と、

前年比 37.5％と急激に伸び、１教室では小学 3年生までの低学年のお子さんの

受入れについても困難となりました。このため、学校にお願いをし、また教育委

員会と調整をいたしまして、学校内の教室の配置を変更していただき、新たに１

教室をお借りして、２クラブに増設したところでございます。それでも、残念な

がら代田小学校では年度の初めには２人の待機児童が発生いたしました。なお、
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現在は、この待機の状況は解消されております 

今後につきましては、近年の児童クラブの利用を希望するお子さんの数の増加

や、本年度、待機児童が発生したことを鑑みますと、現在の２箇所で対応できる

かは、大変懸念しているところでございます。 

市としましては、必要に応じて、児童クラブの増設に取り組んでまいりますが、

学校内では既に２教室を児童クラブ室の専用の教室として使用させていただい

ているため、さらに専用の児童クラブ室をお願いすることは難しいのではないか

と考えております。 

このため、やむを得ない場合は、一時的に、交通児童遊園などを使用するなど

して、児童クラブの利用を希望するお子さんの増加に対応していかなければなら

ないと考えております。 

次に、児童館につきましては、市長１期目のマニフェストにおいて「中学校区

に１館」を掲げ、平成２４年度に中部中学校区において「はちなん児童館」を、

平成２５年度に西部中学校区において「ごゆ児童館」を設置しまして、市内 10

中学校区すべてにおいて整備を終えているところでございます。 

児童館は、地域において児童に健全な遊び場を与えて、その情操を豊かにし、

健康を増進することを目的とする児童福祉施設でございます。 

また、地域子育て拠点施設として、育児不安、子育て負担感のある保護者の皆

様と、その乳幼児の交流の場として、ご利用いただいているところでございます。 

代田中学校区の皆様には、代田地区市民館と併設した交通児童遊園を代田中学

校区の児童館として、ご利用いただいているところでございます。 

交通児童遊園は、昭和４６年度の建築でございまして、建築後４０年を超えて

おりますが、現在のところ、整備に関する具体的な計画はございません。 

当分の間は、計画的に施設の予防保全、必要な改修などを行うことで、施設の

長寿命化を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解のほど、よろしくお

願いいたします。 

 

Ｑ(5) 諏訪保育園、代田保育園の送迎時の安全について 

保育園の送迎時、周辺の道路が混みあい、（特に雨天の時）交通事故等心配され

ます。諏訪保育園・代田保育園についての今後の見通しについて伺います。 

Ａ(5) 子ども健康部長（保育課） 

両保育園の送迎時における周辺道路の車両駐車に伴う混雑について、地域の皆

様にご心配をおかけしており、申し訳なく思っております。 

まず諏訪保育園は、午前７時３０分から午後７時３０分まで開園しており、１

２月１日現在で、１０７世帯１２８人の園児が通園しております。 

敷地内には５台分駐車スペースを有しておりますが、ピーク時の送迎車両の駐

車場として利用する場合、自動車の往来が多い姫街道から勤労福祉会館へと通じ

る道路に影響が出てしまうため、やむを得ず園舎北側の一方通行道路に駐車し、

保護者の方が園舎に入ってお子さんの送迎をしている状況です。 
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ご覧のように、車両が集中する場合は、自動車の列ができ、停まれない場合は、

日本車両さんの社宅の方まで回って、戻ってくる自動車も見かけます。保育園か

らも、保護者の方になるべくスムーズな送迎を行うよう依頼をしているようです

が、その当たりを徹底していただくよう、改めて保育園から保護者の皆さんに周

知するよう依頼いたしました。 

  続いて代田保育園です。午前７時３０分から午後６時まで開園しており、１２

月１日現在で、１３１世帯１６０人の園児が通園しています。 

  ご承知のとおり、保育園西側の代田公園の周囲（東側と西側）に送迎車両が駐

車しております。 

また、公園まわりに駐車できない場合、その周辺に範囲を広げ、駐車している

車両を見かけることがございます。 

送迎の際には、職員を配置し通行人や通行車両に配慮するとともに、スムーズ

な送迎を心掛けて駐車時間の短縮をする努力をしておりますが、代田保育園の場

合、諏訪保育園と違って、午後６時までの保育園のため、送迎の時間がより集中

することがあります。 

このような状況の中、代田保育園では、先月、１２月より文化会館の南側駐車

場を月・水・木・金曜日の朝８時３０分から９時までの３０分間、試験的に駐車

できるようにしており、保護者にその利用を促しているところです。 

今後、文化会館の運営等に支障がないことが前提となりますが、利用状況を踏

まえ、駐車可能な時間帯を拡げること等について検討をしてまいりたいと考えて

おります。 

いずれにしましても、周辺住民の皆様方には、道路の車両混雑によりご心配を

お掛けしていると思います。 

市内保育園の全般に共通していることですが、保育園の園舎建設時（約４０年

程前）は、自転車や徒歩による送迎が一般的で、現在のような自動車による送迎

が想定されておりませんでした。女性の社会進出が進むにつれ、お子さんを０

歳・１歳・２歳児、いわゆる３歳未満児の小さなお子さんが保育園に入園する傾

向が続いており、その数はまだまだ増えると思われます。 

特にこうした小さなお子さんの送迎は、抱きかかえながらであったり、手を繋

いだりと送迎に時間がかかってしまいますので、送迎時の周辺道路における混雑

緩和について、今後、職員をさらに配置したり、送迎時間を分散させることがで

きないかなど工夫が必要であると考えております。 

なお、諏訪保育園・代田保育園ともに市が直接運営する公立保育園ではなく、

社会福祉法人豊川市保育協会が運営している保育園ですが、こういった周辺道路

の混雑解消といった課題は、地域の皆さんの生活に影響を及ぼすものですので、

豊川市保育協会と市が連携しながら、その解消に向けた取り組みについて考えて

まいりたいと思いますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

Ｑ(6) 代田校区内各町内会の防災への備えについて 
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代田校区内各町内会の防災への備えについて伺います。 

Ａ(6) 防災対策監（防災対策課） 

「防災への備え」について、ご説明させていただきます。 

まず、避難所でありますが、代田小学校区には大規模災害が発生した場合、避

難所対策員として職員を派遣することとしている避難所が代田中学校を始め５

ヵ所あります。 

台風などの風水害などの場合は、市内全ての避難所を開設するのではなく、市

内２５か所の避難所を開設することとしており、代田小学校区は、代田地区市民

館を優先的に開設していきます。その後災害の状況を判断し、必要があれば他の

避難所も開設していくこととなります。 

各避難所の収容人数でありますが、５か所の避難所の収容人数につきましては、

下段の表にまとめております。代田小学校区の過去地震最大モデルでの避難者数

は、２９８人、うち避難所への避難者は１７９人と予測されております。５か所

全体での長期避難における収容人数は１，９３８人ですので、十分確保されるも

のと考えております。 

屋内に避難する避難所とは別に、一時的に避難を行う屋外の避難地につきまし

ては、代田小学校区に８か所ありますので、参考としていただければと思います。 

次に、各避難所に備蓄している備蓄品についてご説明させていただきます。市

では避難所のうち、小中学校に防災倉庫を設置し、避難された際に使用していた

だく器具などを備蓄しております。また、高等学校におきましても防災倉庫を設

置し、平成２７年度に備蓄品の整備を行いました。それ以外の地区市民館等につ

きましては、各地区の自主防災会の方々が備蓄品の整備を行っておりますが、現

在、市では補助率を２分の１から３分の２への引き上げを行い、備蓄品の購入に

対する支援を行っております。 

各小中学校及び高等学校の防災倉庫へ備蓄している備蓄品の一覧がこちらに

なります。また、印刷したものをお手元の資料として配付してありますので、ご

確認いただけたらと思います。最近では、発電機用の燃料としてガソリン缶を追

加配備したほか、避難所での生活を考慮し、更衣室兼授乳室を追加配備しており

ます。また、小中学校の防災倉庫には、発災直後の最低限の食糧を確保するため、

ビスケットを備蓄しております。 

市では、大規模災害発生時に対応するため、過去地震最大モデルにおいて予測

される避難者数９，８００人分の食糧及び飲料水を市内４か所の拠点防災倉庫に

備蓄しており、その一部を小中学校に配備しております。各地での防災訓練の際

にお願いしておりますが、市の備蓄だけでなく、各家庭においても３日分、でき

れば１週間分の食糧及び飲料水の備蓄をお願いしております。ご協力をお願いい

たします。また、風水害時においては、事前に避難行動を開始できることから、

食糧や飲料水を持参して避難していただくようにしておりますので、ご協力をお

願いします。 

最後に、避難所の整備として、東日本大震災や平成２８年熊本地震でも大きな
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問題となりましたトイレについて、市では今年度よりマンホールトイレの整備を

開始しております。代田中学校には今年度中に、代田小学校は平成３２年に整備

することとしております。 

今後におきましても、避難生活におけるストレスを少しでも緩和できるよう備

蓄品の配備について検討を続けていきますのでよろしくお願いいたします。 

以上で、防災関連の説明を終わらせていただきます。 

 

Ｑ追加質問① 交通安全指導隊代田分隊長 塩見 

道路工事は町内を通じて要望をという説明だったが、代田分隊として一昨年、「文

化会館南にある歩道と車道を分ける赤白のパイプの柵が錆びているので対処して

ほしい」という要望を出した。その後、道路維持課から、「市内全域の状況を確認

して対応したいので２年ほどかかる」という連絡をもらった。町内には、その後、

何の連絡もなく、そのままになっているが、このような場合には、改めて町内を通

して申し込まないとだめなのか。 

Ａ①の回答 建設部長 

町内会を通じて要望を出してほしいとお願いしたのは、「道路を拡げたい」「カー

ブミラーをつけてほしい」といった要望が個人や特定の団体からあった場合対応し

たことについて、地域が知らなかったとか、自分の家の前に設置されては困るとい

ったようなトラブルがあると困るため、地域としての了解という意味で「町内会を

通して」という説明をした。個人や交通安全指導隊のような団体から要望があれば、

逆に市から町内会に連絡を取っていくという流れもある。今回の文化会館南の赤白

の柵については、塗り直すと新品に交換するより費用が高くなる。その点も踏まえ、

入れ替える場所などについて検討を進めていく。後日、担当から連絡する。他にも、

ガードレールが取れているといった緊急性の高いものについては、一週間ほどで対

処する。必要なものを放置するようなことはないのでご理解いただきたい。 

 

Ｑ追加質問② 新道１区 区長 村田 

平成３０年６月には県営諏訪住宅の新棟が完成し、５６世帯の入居が見込まれる。

外国籍の方も多く入居されると予想されるので、町内や学校などの対応がたいへん

になると思うが、しっかりした対応を要望する。 

Ａ②の回答 教育部長 

外国籍児童の増加があれば、日本語教育のできる教員を配置するなどの対応をす

る 

 

Ｑ追加質問（要望）③ 県営諏訪住宅の住民 

代田小・中学校における「いじめ」について把握されているか。 

Ａ回答③ 教育部長 

外国籍だからという理由での「いじめ」があるというようなことはない。現在、

市内の全小中学校で考えているのは「いじめ」を発生段階で、教職員が共通認識を
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持ち、学校として対応していくということ。家庭への指導や保護者への対応など、

学校全体で対応するというようになっている。また、今年度末には「いじめ防止基

本方針」を市で定める予定である。 

 

Ｑ追加質問④ すわポン商店会代表 夏目 

自分は、旧諏訪商店街のイベント等を引き継いで実施している。イベント等を行

う中で開発ビルがまだまだ諏訪には必要であると感じている。このビルのおかげで

行政が諏訪・代田地区に力を入れてくれる部分があると思うからだ。イオンモール

の進出により、開発ビルが空洞化することを心配している。開発ビル社長の山脇市

長は、このことについて、どう考えるか。 

Ａ回答④ 副市長 

開発ビルについては、私が回答させていただく。スズキが撤退する４年先・５年

先には少なからず影響はあるものと考えている。商工会議所からも当初イオンモー

ル進出について反対意見が出た。現在は、新会頭、商業担当の副会頭らと協議をし

ているが、プリオを含め、やる気のある事業主への新規の補助メニューとして補助、 

運転資金、改装費用の補助などを検討している。 

１２月議会でも話が出たが、プリオは２８億円の負債を抱えている。この返済が

苦しいことも承知しているが、市としては変わらず支援していく。 

第６次総合計画の中では、駅周辺を人口誘導地域に位置づけている。この中に諏

訪地区も八幡地区も入っている。会の冒頭で、平成２２年国勢調査と平成２７年国

勢調査では豊川市は人口が増えていると言ったが、現在はすでに減少している。こ

のような状況を踏まえ、この地域に、市外から転居された方には、固定資産税等を

３年間減免にするとか、中学生以下の子どもがいる場合には一人につき１０万円の

上乗せ補助をするなどの施策を行う。 

 

Ｑ追加質問⑤ 県営諏訪住宅の住民 

学校の備品等を購入する補助としてベルマーク運動を市で推進できないか。 

Ａ回答⑤ 教育部長 

ベルマーク運動については、学校や PTAが自主的に行うものである。 

学校によっては、アルミ缶を集めているところもある。 

 

Ｑ追加質問⑥ 諏訪連区長 高木 

（１）他市のある町内の公園では、滑り台やブランコの下などにマットが敷いてあ

った。子どものケガ防止、雑草の生えるのも防ぐ、など効果があるようだ。費

用もそうかからずできるようなので豊川市でも新しい公園を作る際に取り入

れてはどうか。 

（２）諏訪の中心にある日本車両や新東工業の土地を人口誘導政策の一環として、

高齢者のための施設を建設してはどうか。また、プリオビルが空いたら、そこ

に保育園、幼稚園を作ってはどうか。 
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Ａ回答⑥ 建設部長 

（１）職員にも低コストで効果の高い施策を行うよう常に徹底しているところであ

る。現在、建設中の公園などにも取り入れることができるか検討させていただ

く。 

（２）開発ビル周辺の社宅のあるゾーンについては、企業の所有地が多いが、再構

築の必要性が迫っていることを感じている。駅前ということで、特に公共施設

の整備を考えなければならない。市は立地適正化計画を進めており、駅周辺へ

移り住む方や、必要な医療や福祉施設などを建設する方を支援していく。 

 

Ｑ追加質問⑦ 校区住民 山口 

文化会館周辺、学校周辺、姫街道沿いの歩道も草取りを行って、市の印象をよく

してほしい。 

Ａ回答⑦ 建設部長 

幹線道路の歩道に雑草が生えていることは承知している。年に２回の草取りを実

施しているが、間に合っておらず、県道については引き続き東三河建設事務所に要

望する。まちを大事に思う市民の気持ちについては、ありがたく思い、大切にした

い。また、市ではアダプトプログラムという公共施設を可愛がっていただくという

趣旨の活動もあるので、ぜひ参加してほしい。 

Ａ回答⑦ 副市長 

次の部長会議の場で、施設周辺の美化について、職員みんなで取り組むよう伝え

る。ただ、市民のみなさんも、ぜひ手伝ってほしい。 

 

Ｑ追加質問⑧ 蔵子５丁目組長 今泉 

（１）保育園の築年数が経過し、設備等が古くなっているため、建て替え、新設等

については予定があるか。 

（２）小中学校の洋式トイレ化についての今後の予定を教えてほしい。 

（３）市民病院前の信号機に矢印をつけてもらうにはどうしたらよいか。 

Ｑ回答⑧ 

Ａ（１）子ども健康部長 

古い保育園から、順次建て替えや統合などの再編、整備を現在進めているところ

である。 

Ａ（２）教育部長 

今年度代田小学校の洋式トイレ化工事を行っている。市では、数年前から、洋式

化とドライ化を同時に進める形で予定していたが工事費用が高騰したため、現在は

洋式トイレ化を優先して進めている。今後５年間で市内全小中学校トイレの７割を

洋式化することを目標に取り組んでいる。 

Ａ（３）建設部長 

特に朝夕、ご指摘のような状況であることを認識している。信号機については警

察の管轄だが、市では市民部人権交通防犯課が窓口となっている。今日は市民部長
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が出席していないので、建設部から答えさせてもらう。道路管理者として、この問

題について警察と協議する必要があると考えるので、警察と話し合った後、連絡さ

せていただく。また、イオンモールが進出すれば、さらなる交通量の増加なども見

込まれるので、市で交通量調査や交通量予測を行い、あわせて警察と協議していく。 

 

 

 

閉会あいさつ（代田連区長 岡田） 

 本日は寒い中、多数お集まりいただきまして、ありがとうございました。本日、

いろいろなご質問があり、それらに対し、ご丁寧なご答弁をいただきまして、あ

りがとうございました。皆様も十分に理解できたのではないかと思います。本日、

ご説明いただいた内容も踏まえまして、今後の町内会運営に活かしていく所存で

ございます。これをもちまして、代田連区・諏訪連区合同の市長を囲む懇談会を

終了させていただきます。本日は、ありがとうございました。 


