
代田連区・諏訪連区合同

市長を囲む懇談会

平成２９年１月１６日（月）午後７時
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①スズキ・日立の跡地及び
校区内の公共施設について

総務部財産管理課
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①-1
スズキ・日立の跡地について
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スズキ・日立の今後の活用について

 スズキ・・・商業施設（イオンモール）

 日 立・・・文化、交流、福祉などの公共施設や住宅用地

※いずれも、今後、都市計画法の用途地域の変更手続きが必要。
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 日 立・・・公共施設用地として活用を検討するため、本市に

おいて、今後のスケジュールや条件面などについて、

継続して協議を行っている。

 スズキ・・・民間同士の売買となるため、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

定した経営が見込めるものを要望してきた。８月末

にスズキから優先交渉権者をイオンモール㈱に決定

したとの報告がありました。現在は、イオンモール

側で事業計画などを検討中。

スズキ・日立の現状について 5



①-2
代田校区内の公共施設について

 市文化会館・・・「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いる。その

ため、現在の文化会館も、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る。
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 消防施設・・・「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。」と計画に位置付けている。今後、

現在建設を検討している防災センターとの連携

を踏まえて、検討していく。なお、いずれの施

設についても耐震上の基準を満たしている。
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豊川警察署
8

豊川保健所
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②校区内の道路等の
修繕・維持について

建設部道路維持課
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町内土木要望から工事実施まで

豊川市 町内会

要望書の依頼

前年度要望の回答 当年度

要望書の作成
要望書の調査

当年度

６月上旬

要望書の依頼

前年度要望の回答

工事実施の決定

次年度

要望書の作成

７月

次年度

６月上旬
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緊急性のある事案

豊川市
市役所道路維持課

東部道路維持グループ

西部道路維持グループ

町内会・地域の方々

・道路の舗装の穴

・照明灯の球切れ

・道路施設の破損など

現地調査

電話等 発見の都度

緊急修繕の実施
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道路緊急修繕 東西地区 区割図

0533-93-0160

0533-76-4719

市役所 道路維持課

0533-89-2142
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③小・中学校への
エアコン設置について

教育委員会庶務課
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③小・中学校へのエアコン設置について

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

◆小・中学校へのエアコン設置予定

※萩小学校及び一宮東部小学校の２校については、平成２８年度からの２ヵ年で、校舎
の大規模改修工事の中でエアコン設置を行う予定。

※夏休みなど授業等に支障のない期間を中心に工事

代田中学校を含む
市内１０の中学校

全26小学校中、代田小学校を含む
市内24の小学校
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④放課後児童クラブ・
児童館について

子ども健康部子育て支援課
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④-１放課後児童クラブについて

【放課後児童クラブ】

 就労等の理由により、昼間自宅に保護者の方がいない小学生を、放課後等
にお預かりするもので、市内の利用児童数は年々増加しています。

46人

37人

46人

56人

75人

放課後児童クラブ利用児童数の推移
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 利用児童者数が増加したことから、本年度より教
室を一つ増やし、小学校内に合計２つの放課後児童
クラブを設けています。

 近年の放課後児童クラブの利用希望児童数の増加
を考えると、代田小学校区において、さらなる増設
の必要性が見込まれますので、

今後も、必要に応じて実施場所を

確保し、利用児童数の増加に対応

してまいります。

【代田小学校児童クラブ】 20



 児童館については、中学校区に１館を目標に整備を進め、平成２４年度ま
でに整備を終えています。

 代田中学校区では、代田地区市民館と併設する交通児童遊園をご利用いた
だいています。

 交通児童遊園は、昭和４６年度の建築であり、築４０年を過ぎていますが、

現在のところ、整備に関する具体的な計画はありません。

④-２児童館について
【交通児童遊園】
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⑤代田保育園、諏訪保育園
の送迎時の安全について

子ども健康部保育課
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諏訪保育園 １２月１日現在園児数

園児数 １２８人
世帯数 １０７世帯

開所時間
午前７時３０分～午後７時３０分
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代田保育園 １２月１日現在園児数

園児数 １６０人
世帯数 １３１世帯

開所時間
午前７時３０分～午後6時
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⑥代田小学校区の
避難所及び防災備蓄品
について

企画部防災対策課
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1. 避難所と収容人数

 代田小学校区の避難所(屋内)について

代田小学校区には、大規模地震などが発生した場合に、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５か所用意

されています。

 避難所対策員が指定されている避難所

避難所名 所在地 収容場所

代田中学校 代田町1丁目20-1 校舎・体育館

代田小学校 代田町1丁目20-2 校舎・体育館

代田地区市民館 新道町2丁目42 －

諏訪地区市民館 諏訪3丁目242-1 －

豊川工業高等学校 新道町1丁目3 体育館等
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 避難所対策員とは

大規模地震などが発生した際、避難所にかけつけ、避難所開設や避難者

の受付などを自主防災会などと連携して活動する市の職員。

発災直後から避難所運営初期段階で活動します。

 風水害(台風等)で開設される避難所

台風や集中豪雨時に開設される避難所は、市内２５か所となっており、代

田小学校区は、代田地区市民館となっています。

台風などにより自主避難を希望される市民の方がおみえになった場合、ま

ず、避難所対策員に避難所開設を指示し、準備が出来た段階で、自主避難

者の受け入れを開始します。

台風の規模や降雨量などにより、避難勧告等を発令する場合、基本的には

代田地区市民館を避難所としますが、避難者数の増加が予測される場合は、

他の避難所も随時開設していきます。
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 各避難所の収容可能人数

避難所の収容可能人数は、３段階に分けて定めています。

・一時避難 概ね発災１日目の収容可能人数 １㎡／人

・緊急対応初期 概ね発災２～６日目の収容可能人数 ２㎡／人

・長期避難 概ね７日目以降の収容可能人数 ３㎡／人

避難所名 長期避難 緊急対応初期 一時避難

代田中学校 ８１８人 １，２３０人 ２，４６４人

代田小学校 ６２８人 ９４５人 １，８９２人

代田地区市民館 ２０人 ３１人 ６２人

諏訪地区市民館 ４３人 ６６人 １３５人

豊川工業高等学校 ４２９人 ６４５人 １，２８９人
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2. 避難地

 避難地とは

市が整備しています公園や広場は、発災時には一時的に避難をおこなう屋外

避難地として活用していきます。

避難地には、長期避難を行える建物はないため、随時避難所へ移動していただ

きますようお願いします。

大規模地震の発生時には、各地区において、地区の方々がまず避難する集合場

所などとして活用していただき、状況を確認後、避難所へ向かうなどの取り組み

をお願いします。
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避難地と収容可能人数

避難地名 所在地
収容可能人数
(一時避難)

新道下ちびっ子広場 市田町新道下地内 １９０人

諏訪西公園 諏訪西町２丁目地内 ８４０名

諏訪公園 諏訪３丁目地内 ３，７７０人

野中公園 蔵子４丁目地内 ５，１３０人

蔵子児童遊園 蔵子６丁目地内 ７１０人

代田公園 代田町１丁目地内 １，３６０人

新道第二公園 新道町１丁目地内 ４，２９０人

穂ノ原公園 穂ノ原２丁目地内 ９１０人

39



3. 避難所の備蓄品

 市で用意している備蓄品について

市では、収容可能人数が多い各小中学校に防災倉庫を設置し、備蓄品を備蓄

しています。

また、豊川工業高等高校においても、平成２６年度に防災倉庫を、平成２７年

度に備蓄品の整備を行いました。

各地区市民館等には各地区の自主防災会により災害発生時に使用する備蓄品

の整備が行われており、市では補助金により支援を行っています。

 自主防災会が行う備蓄品整備への支援(自主防災会活動費補助金)

自主防災会活動費補助金(平成30年度まで補助率を1/2から2/3へ)

資機材購入 補助率 ２／３ 上限 ６万円

防災倉庫設置 補助率 ２／３ 上限１５万円
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各避難所の防災備蓄品備蓄状況 №１

代田中学校 代田小学校 豊川工業高等学校

ビスケット ４８０食 ３２０食 －

毛布 ７２０枚 １００枚 －

仮設トイレ(屋外用) ２台 ３台 ３台

簡易トイレ １２個 ８個 －

担架 ５台 ５台 ５台

折畳み式リヤカー １台 １台 １台

テント(2間×3間) ３張 ３張 ２張

はそりセット １台 １台 １台

ストロング照明機器 ３台 ３台 ２台
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各避難所の防災備蓄品備蓄状況 №２

代田中学校 代田小学校 豊川工業高等学校

ハロゲン投光器 １台 ２台 ２台

コードリール ３個 ３個 ３個

発電機 １台 １台 １台

ガソリン缶 ４缶 ４缶 ４缶

燃料携行缶 １缶 １缶 １缶

懐中電灯 ３０個 ２０個 ５個

発光式ＬＥＤライト ５０個 ６０個 １０個

電池 １２０個 ８０個 ３２個

ブルーシート １０枚 １０枚 １０枚
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各避難所の防災備蓄品備蓄状況 №３

代田中学校 代田小学校 豊川工業高等学校

ハンドマイク ２個 ２個 ２個

卓上コンロ １２個 ９個 ９個

コンロ用ガスボンベ １２本 ９本 ２７本

ライター ５０個 ５０個 －

バケツ ３０個 ３０個 ３０個

箸 ４００膳 ４００膳 ７００膳

紙皿 ４００枚 ４００枚 ７００枚

紙コップ ４００個 ４００個 ７００個

折畳水容器 ２００個 ２００個 ２００個

缶切 ７４個 ６０個 １２０個
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各避難所の防災備蓄品備蓄状況 №４

代田中学校 代田小学校 豊川工業高等学校

生理用品 ５４０個 ５４０個 －

紙おむつ ９２枚 ９２枚 －

ティッシュペーパー １５０箱 １２０箱 ５０箱

三角巾 ５０枚 ５０枚 －

救急箱 － － ２箱

仕切りボード ３セット － －

更衣室兼授乳室 ２台 １台 －
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 備蓄食糧及び飲料水について

市では備蓄食糧として１日２食３日分の食糧を９，８００人分備蓄しています。

内訳 えいようかん(羊羹)１食、ビスコ１食、アルファ化米４食

飲料水は、３日で５００ｍｌのペットボトル２本を９，８００人分備蓄しています。

これらは、市の４か所の防災倉庫に備蓄されていますが、一部を各小中学校の

防災倉庫に備蓄しています。

 各家庭における食糧及び飲料水の備蓄についてのお願い

市では各家庭における食糧及び飲料水の備蓄について３日分(できれば１週間分)

をお願いしています。ご協力をお願いします。

台風など風水害により避難所へ避難する場合は、各家庭から食糧及び飲料水を持参のうえ、

避難していただきますようお願いします。
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4. その他

小中学校へのマンホールトイレの整備について

市では、平成２８年度より各小中学校へのマンホールトイレの整備を開始

しています。整備は平成２８年度より５年間で実施します。

代田中学校及び代田小学校への整備予定は下記のとおりです。

代田中学校 整備予定年度 平成２８年度 整備基数 ６基

代田小学校 整備予定年度 平成３２年度 整備基数 ４基
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