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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 29年 10月 20日（金）午後 7時 

場 所 国府東地区市民館 

参加者 連区長始め 30名 

    市長、企画部長、市民部長、環境部長、建設部長、都市対策監 

 

国府東部連区長あいさつ 

みなさん、こんばんは。本日は市長さん始め各部長様、地域の皆様、お忙しい中、

またお仕事を終えてお疲れのところ、お集まりいただきまして誠にありがとうござ

います。 
ここ 2 年間は、市長選と市民館のトイレ等の改修工事のため、実施できませんで

したが、また、こうして「市長を囲む懇談会」を開催することができ、感謝申し上

げます。 
この地域は、市のご理解のもと、コミュニティ活動が活発な地域です。今回の懇

談会に対しましても、取り残しの問題だけではなく、地域住民の要望、意見を課題

として各区長、会長が吸い上げております。これらの要望を行政に反映していただ

き、住民の生活が安全安心なものになるよう改善をお願いするものです。 
どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 

（出席者の紹介） 

 

豊川市長あいさつ 

本日は、国府東部連区の市長を囲む懇談会に、台風が近づいている中、お集まり

いただきましてありがとうございます。日頃は市政に対し、格別なご理解・ご協力

を賜り、誠にありがとうございます。 

投票日である日曜日に、台風 21号が豊川市を直撃する恐れがあるということで、

多くの皆様が市役所での期日前投票に訪れ、長蛇の列ができている状況です。この

台風による被害がないことを祈っています。 

実は、今日は私が市長になった日からちょうど 10 年目に当たる日です。私が市

長になる時には、新市民病院の建設が大きな課題でした。皆様のご協力のおかげで、

4年前の平成 25年に八幡地区に新市民病院を完成させることができました。また、

同じ年には「B-1 グランプリ in 豊川」ということで全国大会を豊川市で開催しま

した。全国から 2 日間で計 58 万人もの人々が訪れ、豊川市の名前を全国に広げる

ことができたと思います。先週の土曜日には、島根県の出雲大社で豊川市の手筒花

火が奉納されましたが、これも、もともとは B-1グランプリに出雲市も出展してい

たのがきっかけです。また、広島県府中市の依頼により 4年連続で豊川市の手筒花

火が放揚されています。どちらも B-1グランプリのご縁であります。いずれにいた
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しましても、市民の皆様のご協力あってのことであるとたいへん感謝しております。 

国府地区では名鉄国府駅の北側の広場を整備してほしいという地元からの要望

があり、いろいろと動いていますが、地権者の方の承諾が得られるよう、引き続き

交渉を進めていきます。そして、西部土地区画整理事業がほぼ完成し、多くの方が

この地域に住んでいただいております。国府小学校にもたくさんのお子さんが通っ

てくださっているということで、子どもたちの通学時の交通安全についても大きな

課題があると考えています。ご存知のとおり、国府駅の東西自由通路は雨が降ると

水浸しになってしまうということで、一日も早く安全な通路となるように、こちら

の工事も今年進めております。 

この地域は、現在、人口が増えている状況です。世間では、人口減少社会という

ことですが、愛知県は比較的元気な県と言われており、人口が増えているところが

多いのですが、実は東三河では豊川市以外はすべて人口が減っております。豊川市

も昨年度から第 6 次総合計画ということで 10 年間の計画を進めております。子ど

もたちが元気に過ごせる地域を目指しておりますので、よろしくお願いします。 

 

議 題 

Ｑ（1）久保町内ごみステーション移設費用に係る補助金について 

（久保町内会 鳥山区長） 

 久保町内のごみステーションを交通の危険性を鑑み移設するに当たり、地形的に

小川の上にこれを設置せざるを得ないが、発生する工事費用全額を町内会が負担す

るのは厳しいため、補助していただきたい。 

 

Ａ（1）環境部長（清掃事業課、道路維持課） 

豊川市では、ごみステーションの設置及び管理につきましては、町内会や集合住

宅等の場合はその管理者等にお願いをしています。町内会で管理していただくごみ

ステーションについては、道路等に一時的に置く形をとっているため、市ではネッ

トや看板などは設置させていただいておりますが、構造物の設置はしていません。 

20 区画以上の住宅開発、10 戸以上のアパートなどの共同住宅等では、計画時に

ステーションを設置するよう指導していますが、その場合も設置に係わる費用は補

助していません。町内会が設置管理するステーションにつきましても、市としては、

構造物を求めていませんので、設置に係わる補助制度はありません。 

久保町内会がステーションの移設を検討しておられる水路につきまして、市で調

査したところ、民有地ということがわかりました。町内会が地元業者から取った見

積もりは、公共用地を想定したものでした。市で改めて、同じ業者に民有地で簡易

な構造での見積りを取ったところ、移設費は当初の見積額よりも低額のものとなり

ました。後ほど、見積書をお渡しいたします。 

ただし、民有地ですので、その使用に当たっては地主の承諾が必要になりますし、

構造物を作る場合も地主の承諾が必要になると考えています。 

ステーションの移設先につきましては、ご相談いただければ対応させていただき
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たいと考えています。 

 

Ｑ（2）空家の活用、廃屋の更地化の取り組みについて 

（白鳥町内会 伊藤会長） 

白鳥町内でも空家が放置されている事例が目立ってきているが、空家の活用、廃

屋の更地化の取り組みについて市の考えをお尋ねしたい。 

 

Ａ（2）都市対策監（建築課） 

平成 27 年 5 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、本市に

おいても空家対策の所管・相談窓口を建設部建築課とし、昨年度から本格的に空家

対策に取り組んでいます。 

始めに本市における空家の状況について、簡単にご説明させていただきます。昨

年度（平成 28年度）に、市内全域を対象として実態調査を行いました。 

市内にある家屋の全棟数 117,203棟から、机上調査、現地調査、所有者へのアン

ケート調査等を行った結果、空家と判定した建物が 1,069棟ありました。西部中学

校区には空家として 158棟が該当しており、市全体の 14.8％を占めています。 

こちらが、市域全体の空家分布 1,069棟の位置を地図に落としたもので、緑色の

ポイントが空家です。傾向としては、東部、南部、小坂井、西部地域に多く見られ

ます。 

向かって左の図が、西部地域の分布図を拡大したもので、青い円がおおよその国

府東部連区の位置です。右の表につきましては、西部地域から建物所在地番により、

3町内会に該当する空家の数を表したものです。久保町内会では 8棟、同様に白鳥

町では 5棟、上宿町では 24棟あり、合計として国府東部連区に空家は 37棟あると

いう結果です。また、現地調査時に、草木等の管理不全やゴミの投棄がされている

空家も確認しています。空家の現状については以上です。 

続いて、豊川市の空家等対策ですが、今年度、空家等対策計画を策定します。こ

の計画では、取組方針として 3つの柱を掲げています。1つ目は「空家の予防・適

正管理」です。現在既に空家となっている建物については、所有者に対して適正な

管理の啓発を行っています。また、単身高齢者宅など、今後空家となる可能性のあ

る建物所有者に対しても、啓発をし、予防を図っていきたいと考えています。 

本年 4月には公益社団法人豊川市シルバー人材センターと「空家の適正な管理の

推進に関する協定」を結び、市と互いに協力連携しながら、管理不全の未然防止や

改善についてご協力いただいています。また、今年度、固定資産税納税通知書発送

に合わせ、リーフレットを同封し、固定資産の所有者に対し、空家の適正管理の啓

発を行っています。今後も、広報、ホームページ、リーフレットなどを活用し、さ

らなる啓発を行ってまいります。 

2点目は「空家の利活用」です。こちらは本日の確認内容の一つにあたるかと思

いますが、「中古住宅の流通促進」として、利活用できる空家については利活用を

進めます。今後の取組としましては、空家バンク制度の構築や、住宅リフォーム補
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助制度などについても検討してまいりたいと考えています。 

3つ目は「不良な空家の除去」として、再利用が不可能な老朽化した危険な空家

については、解体を進めます。こちらも本日の確認内容の一つにある「廃屋の更地

化」にあたるかと思います。老朽化した空家への解体費及び解体費用のローン支払

利息の一部助成などについても検討をし、危険な空家の解消に努めていきたいと考

えています。なお、老朽空家解体費補助制度につきましては、平成 30 年度予算化

に向け取り組んでいます。 

続いて、空家バンク制度の概要について説明します。市内の空家情報の集約及び

公開に関して市が関わることで、空家を売りたい方、買いたい方に安心感を与え、

空家の利活用を促進するというものです。売買の仲介に関しましては、公益社団法

人愛知県宅地建物取引業協会東三河支部との間で、今後協定を締結し、事業を進め

ます。右の図は制度のイメージを図に表わしたもので、市は、所有者、利用希望者

からの申し込み受付など、情報の集約及びホームページなどによる情報の公開を担

います。宅地建物取引業協会は物件の売買を担い、互いに情報共有しながら進めて

いきます。この制度については、現在構築中であり、制度構築、協定が整い次第、

今年度から物件の登録を進めます。 

今後の空家の実態については、常に動きがあることから、それをどう把握してい

くのかが課題となっています。その解決には、地域の皆様からの情報が最も的確な

のではないかと考えています。そのため、今後は、町内会の皆様との連携によって、

空家対策の推進が図られるような仕組みづくりを検討していきたいと考えていま

すので、よろしくお願いします。 

 

Ｑ（3）上宿地内の建ぺい率、容積率の変更について（上宿町内会 川野区長） 

上宿町内の大池線西側の大半、かつ町内の半分を占める地域は永年にわたり建ぺ

い率 30%、容積率 50%と建築条件が極端に厳しくなっており、建替え困難や空き家

増加の原因となり住民の負担となっているため、隣接地と同様の建ぺい率 60%、容

積率 200%に変更いただきたい。 

 

Ａ（3）都市対策監（都市計画課） 

 お話をいただきましたように、赤い線で囲まれた濃い緑色の上宿地区では、建ぺ

い率 30％、容積率 50％の厳しい建築制限が課せられています。市内には、土地区

画整理事業が行われている隣の地区もそうですが、多くの地域が黄緑色や黄色など

で表されるように、建ぺい率 60％、容積率 150％あるいは 200％となっています。 

 ここで、建ぺい率、容積率について簡単にご説明します。この二つは、都市計画

法に基づく用途地域の指定に伴い決定されるもので、建築敷地に対する建物の規模

を制限するものとなっています。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築物の床面積

の割合を、容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合を示すもので

す。 

現在の上宿地区は、例えば 100㎡の敷地面積に対し、建築面積が 30㎡、延べ床
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面積が 50㎡までの建物しか建築することができません。そのため、ご意見にもあ

りますように、２世帯住宅の建築ができない、バリアフリーの改築ができないなど

の相談をお受けすることもあります。 

それでは、なぜ、そういった制限が課せられているかといいますと、将来的に土

地区画整理事業等の面的整備を行う必要があると判断した区域を、将来の整備に備

え、建築物の用途や規模の制限等、土地利用を抑制する用途地域を設定したもので、

愛知県ではこれを暫定用途地域と呼んでいます。 

暫定用途地域は、非常に長い期間にわたって厳しい建築制限をかけてきた中、面

的整備がされず、雨水対策が遅れていること、建築物の建替えや土地利用が図りに

くいこと、緊急車両の進入ができないことなど、大きな課題があると認識していま

す。 

市内、暫定用途地域の現状としましては、上宿地区を始め、平尾、八幡、国府岡

本、国府高畑、為当、伊奈の 7地区、面積として合計約 80haあり、そのほとんど

が昭和 47年 11月に愛知県により指定されています。 

これまで暫定用途地域を解消するためには、土地区画整理事業などの面的な基盤

整備が行われることが前提で、事業の完了もしくは着手が確実になった時点で用途

地域を変更することとされていました。 

先程ご説明しました暫定用途地域 7地区では、土地区画整理事業などの事業化に

至らず、約 45年間が経過してしまった現状です。 

同様な事例は、愛知県下でも多くあることから、暫定用途地域解消のための視点

を、愛知県と関係市町での検討により見直されることになりました。 

その結果、地域住民の皆さんと、地区の現状と課題について十分に協議をし、同

意を得られたものであれば、不足する基盤整備の整備計画を立てることなどの諸条

件はあるものの認められることになりました。 

このように暫定用途地域の考え方が見直されたことにより、本市としましても解

消に向けた取組みを始めています。 

昨年度からですが、暫定用途地域の解消に向けた取組を平尾地区において始めて

います。 

暫定用途地域解消に向けた取組につきましては、市内全域において順次取り組ん

でまいりますが、当該平尾地区は隣接する豊川西部土地区画整理事業の進捗に伴い、

不足する基盤整備が解消されるなど、解消に向けた諸条件が最も整っていることか

ら、試験的な取組として実施しています。 

平尾地区での取組ですが、地域の皆様との話し合いにより、当該地区のおかれて

いる建築制限の現状、建替えや新築・増築の際に問題となるケースなどについてご

確認いただきました。また、今後、未利用地を含めた土地の有効活用を図るために

も、暫定用途地域解消の必要性についてご理解いただき、その解消には、地区の皆

様との話し合いにより、まちづくりのルール作りが必要であることを説明させてい

ただきました。それらを踏まえる中で、この規制の緩和に向けた取組みを進めるこ

とへのご了解を地区の皆様にいただきました。 
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手法としましては、平尾地区を基盤整備の状況などにより平尾南部地区と、平尾

北部 2地区の合計 3地区に分割し、それぞれの地区の事情に合わせて順次、取組を

進めています。 

平尾北部の 2地区につきましては、基盤整備の状況に一部不足が見られるため、

継続して調査を行い、合わせて地権者の皆様と調整を進めています。特に道路につ

いては、全ての土地の所有状況等を確認し、未接道の用地を把握するなど、詳 

細な調査を行う必要があります。その調査結果を踏まえ、幅員 4ｍ未満の道路拡

幅や未接道用地の解消に向けた新設道路の検討、その他公園や広場等の課題につい

ても現状分析し、整備計画の素案を作成しているところです。今後は、整備計画に

ついての説明会を実施し、アンケート調査による地権者の皆様の意向を伺った上で、

都市計画の変更手続きへと進めていく運びとなります。 

また、平尾南部地区につきましては、都市計画道路や土地区画整理事業隣接に伴

う必要な都市基盤が整備済みということもあり、平成 29年 1月に暫定用途地域を

解消しています。 

このうち、土地区画整理事業と同等の基盤整備、例えば 6ｍ道路の計画的な配置

などが成された県営平尾住宅周辺エリアでは、第一種中高層住居専用地域とし、建

ぺい率 60％、容積率 150％に緩和しています。また、その他のエリアでは第一種低

層住居専用地域のまま、建ぺい率を 60％、容積率を 100％の緩和に留めています。 

用途地域の見直しは、そのルールとして「道路等の基盤整備状況や土地区画整理

事業等により目指すべき市街地像に変更が生じ、新たな市街地像に対応した用途地

域に変更することが相当な場合」とあり、道路等の基盤整備の状況などを踏まえて

行う必要があります。したがいまして、ご要望にありますように隣接地と同様の建

ぺい率 60％、容積率 200％に変更するためには、それに見合う基盤整備が必要であ

ると考えています。 

現在、上宿以外のいくつかの地区からも、暫定用途地域解消に向けての要望をい

ただいています。平成 28年 3月に策定しました第 6次豊川市総合計画におきまし

ても、拠点周辺への居住促進の手法として、土地利用規制の緩和を位置付けており、

平尾地区の進捗状況を踏まえる必要はありますが、先程も申しましたように、暫定

用途地域の解消に向けた事業展開を図ってまいりたいと考えています。 

暫定用途地域の解消は、単に建築行為における規制の緩和というだけでなく、地

域の将来のまちづくりの方針を、地域の皆様とともに考えていくことが大切となり

ます。 

平尾地区の例でご説明しましたように、地区の基盤整備状況や土地利用の状況等

を調査分析し、それぞれの地区にあった暫定用途地域解消の手法を地域の皆様とと

もに検討する必要があります。また、必要となる基盤整備には、用地買収を踏まえ

たご協力をいただく場合もありますし、事情もそれぞれ異なることから慎重な対応

が求められ、相当の期間を要すことも想定されます。 

 暫定用途地域の解消には、お住まいの方や土地所有者の方はもとより、地域の皆

様のご協力も必要となります。そのため、次期地区の選定に当たりましては、「地
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域の要望、意欲、熟度」を第一とし、地区の基盤整備状況なども考慮する中で、今

後、選定してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

Ｑ（4）くすのき公園男子トイレの便器変更について（上宿町内会 川野区長） 

上宿区が清掃を委託されているくすのき公園のトイレのうち、男子トイレにある

和式大便器は汚れが激しく清掃に難儀しているため、近年の嗜好性も考慮して洋式

に変更していただきたい。 

 

Ａ（4）建設部長（公園緑地課） 

くすのき公園は、平成 21年 3月 14日に開園をしています。公園の計画立案の段

階から、地域の皆様には、ワークショップにおいて様々なアイデアや提案をいただ

きながら、皆様には愛着を持って使っていただける、素晴らしい公園が整備できた

のではないかと思っています。 

 また、日常の管理につきましても、地元の上宿町内会の皆様により、精力的に  

取り組んでいただいており、公園が大変良好な状態を保つことができているのは、  

地域の皆様のお蔭でありますので、市としましても非常に感謝しています。 

 ご要望のトイレにつきましては、開園と同時に造られておりまして、誰もが快適

に使用できるように、多目的トイレを備えるなどの考えのもと、設置しています。 

 トイレの構造につきましては、男子用は小便器が 2 基、和式の大便器が 1 基、  

女子用は和式と洋式がそれぞれ 1基ずつ、これらとは別に、車いすでも使用できる

多目的トイレとしまして洋式便器が 1基となっています。  

お話にありました和式の男子便器がいつも汚れて、清掃でご苦労されている状況

については、清掃作業報告書に記載していただいていますので、承知しています。 

また、最近のトイレの傾向につきましても、従来の和式から洋式へ一般的なニー

ズが変化していることも、承知をしています。 

しかしながら、くすのき公園のトイレは、市内の他の公園と比較して、整備して

からの年数が浅い方であります。市内の公園では、数多くの老朽化したトイレが、

バリアフリー化もできていない状況であり、計画的に、順次、改築を行っていると

ころです。 

このため、くすのき公園の男子トイレの洋式への改築は、市内全体の状況を考慮

しますと、すぐには取り掛かることが難しいという状況になります。 

従いまして、洋式を使用されたい方は、中央の多目的トイレを使用していただく

ことで、ご理解いただきたいと思います。 

 なお、トイレの汚れを含めた使用上の対策につきましては、まずは、マナーの  

啓発を始めとした、表示の設置などによる対応を検討させていただきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

Ｑ（5）上宿信号交差点から国府駅間の通学路の安全対策について 

（上宿町内会 川野区長） 
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西部土地区画整備事業による児童、生徒数の増大により、上宿交差点と名鉄国府

駅間の通学路が通勤者とも入り交じり危険な状態になっている。区画整理事業化に

向け住民との話し合いが始まっているが、完成には長期を要すると推定されるため、

暫定的、抜本的な安全対策をお願いしたい。 

 

Ａ（5）建設部長（道路建設課、人権交通防犯課） 

現地におきまして通学の状況を確認させていただきましたが、一部の児童が歩車

道境界ブロックの上を歩いているなど、危険な状況も確認をしました。 

このような状況を改善するためには、以前より要望をいただいている歩道の拡幅

が抜本的な対策として考えられますが、現状の道路では、歩道の拡幅に必要な用地

が確保できない状況です。 

このため、用地買収や一部擁壁の撤去等の対応が必要となりますが、この場合、

地権者の方のご協力や擁壁の撤去による隣接建物への影響の検討等が必要となり、

整備に至るまでには多くの時間が必要です。また、土地区画整理事業の話もあるこ

とから、早期の対応は難しいと考えています。 

一方、時間帯による交通規制について有効な方策がないか、警察へも相談をして

いますが、現状、駅周辺には貸し駐車場が点在しており、また、周辺の道路状況で

は規制をかけることは難しいと考えています。 

そこで、早期に対応できる安全対策として、まず、児童が車道へ飛び出すのを  

防ぐことも必要であると考え、現在の歩車道境界ブロックを撤去し、ガードパイプ

等の安全柵を設置することが、子どもたちにとっては有効では ないかと考えてい

ます。 

これについては、現状の課題や問題点を勘案する中、今後、町内会のご意見もお

聞きしながら、検討を進めたいと考えていますので、よろしくお願いします。 

 

Ｑ（6）市民館への非常階段設置について（国府東部連区 伊藤連区長） 

平成 24年、25年の懇談会でお願いしている国府東地区市民館への非常階段の設

置については、その後屋外の浄化槽を撤去したことにより設置への障害が低減した

と判断するため、再度検討をお願いします。 

 

Ａ（6）市民部長（市民協働国際課） 

地区市民館は、地区住民の自主的な活動を通じて連帯意識を高め、健康で文化的

な近隣社会をつくることを目的とする地域コミュニティの拠点施設として、現在市

内に 30館配置されています。そのうち 8割の 24館が、築 30年以上を経過してお

り、非常に老朽化が進んでいるという問題があります。そこで、市では、今年 6

月に「豊川市地区市民館適正配置方針」を策定し、今後 50年間でどのように適正

配置して管理するのかを定めました。なお、方針の中で、国府東地区市民館は施設

の状態が比較的良好で、利用者数も多い施設になっていますので、今後も修繕工事

などを積極的に対応しながら施設の予防保全に努め、長寿命化に取り組んでいきた
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いと思っています。 

さて、今回ご要望をいただいた非常階段の設置ですが、まず、地区市民館への避

難梯子の設置状況を説明させていただきます。ご承知のように地区市民館は、不特

定多数の人が利用する建物で、建築基準法あるいは消防法によりまして、2方向避

難の確保が求められています。出口が二つあればいいんですが、なかなか難しいと

いうことで、避難梯子で対応している市民館が30館中21館ございます。このうち、

国府東地区市民館と同じようにトイレに設置している地区市民館は 11館となって

いまして、平成 25年の懇談会で説明した時から変わりはありません。 

一方、避難梯子の実用性について、国府東地区市民館では、年２回実施している

避難訓練で、実際に避難梯子を使用して訓練を行っていただいているようですが、

過去に梯子が揺れてトイレのガラスを割ってしまったことがあるなど、実用的では

ないと聞いています。また、市でも、火災発生時にトイレの窓を超え、避難梯子を

使って避難するには、高齢者や障害者の方のことを考えますと、法律はクリアして

いるとはいうものの、非常階段の方が安全で有効であるということは認識していま

す。 

しかし、非常階段を設置するにあたっては、建築基準法や消防法などの法律上の

条件を、調査、検討していく必要があります。具体的には、地区市民館のある場所

の用途地域、あるいは敷地の面積、形状、建物の構造、間取り、こうした条件が館

ごとに異なるため、それに応じて改修する場合の費用も異なってきます。 

そこで、国府東地区市民館での設置についてですが、前のスクリーンをご覧くだ

さい。 

昨年度に実施した下水道接続工事にともない、不要となった浄化槽を撤去したた

め、非常階段の設置できるスペースの確保はできました。 

消防本部予防課に、もし階段を設置するとなったらと相談したところ、現状の市

民館の間取りから考えて、２階の倉庫を改修して設置する方法が良いのではないか

との回答は得ています。 

こちらは、１階平面図になります。赤く「非常階段」と印した場所に階段が設置

できないか、というものです。 

次に、２階平面図をご覧ください。階段を設置すると、倉庫の場所である、赤い

矢印の先に出入口を設けることになります。しかし、出入口を設けると倉庫として

使用できなくなるという問題が発生します。 

担当が現地を確認したところ、倉庫には災害時備蓄用品などが保管されており、

それらを別の場所に移す必要がでてきます。 

今後も、限られた施設面積の中で、非常階段の設置と倉庫の確保と、どちらを優

先すべきか、また、階段を設置することで、防犯上、問題にならないかなどについ

て、地元の皆様のご意見をお伺いしていきたいと思います。 

なかなか、すぐにはご要望にお答えすることができないため、大変心苦しいので

すが、男女別トイレの設置やバリアフリー化など、少しずつではありますが、改善

しているところですので、どうぞご理解くださいますようお願いします。 
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なお、国府東地区市民館は、来年度、一般財団法人自治総合センターのコミュニ

ティ助成事業の対象予定となっています。必ず来年度に採択される訳ではありませ

んが、採択されれば、地区市民館に必要な備品を購入するための助成金がでます。

ただし、10年から 15年の間に 1回の事業となりますので、この機会にエアコンを

買い替えるなど、先を見越して購入する備品を検討していただければと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

関連質問 

Ｑ 建ぺい率について① 

建ぺい率の問題について、道路の幅が要件を占めると受け取ったのですが、例え

ば、国府東部連区における久保町や白鳥町は、上宿から見ると、もっともっと道が

狭いのですが、建ぺい率はどうなっていますか。 
 

Ａ 都市対策監（都市計画課） 

確かに隣接地域がどうだ、というところはございますが、過去、市の政策として、

上宿地区は西部土地区画整理区と同様に、将来、土地区画整理事業を行うべき地区

という中で暫定用途地域を県により指定されたということになります。 
他の 6 地区については、今後、基盤整備の状況や土地の状況を調べる中で暫定用

途地域の解消に向けて進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 
 
Ｑ 建ぺい率について② 

建ぺい率についての残り 6 地区の暫定用途地域の解消の時期についていつごろ

になるでしょうか。 
 
Ａ 都市対策監（都市計画課） 

市の総合計画においても、土地利用規制の緩和をうたっていますので、暫定用途

地域の解消を順次進めてまいります。今、平尾地区で 1 カ所解消し、残りの 2 カ所

については、今、だいたい話は出来つつありますので、その様子を見ながらになり

ますが、来年度以降に残りの 6 地区の基盤整備状況や土地の状況を見る中で、次の

地区を決めていきたいと考えております。現在、上宿を含めて 3 地区ほど要望が出

ているという状況ですので、なるべく早く着手できるように進めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いします。 
 
Ｑ 建ぺい率について③ 

建ぺい率については調査をして優先順位を決めていくということですが、その調

査には住民が関われるものなのか、市役所で一方的に行うのかを教えていただきた

い。 
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Ａ 都市対策監（都市計画課） 

来年度以降の調査につきましては、基盤整備状況ですとか土地が接道しているか

どうかも含め、市で行う予定です。先ほどお話しましたとおり、地区内において暫

定用途地域をどうしたら解消できるか、未接道の土地について道路を新設すること

ができるのか、道路幅員について問題があるのか、といったことも含めて全体的な

検討をするということになります。地形的に造成をしなければいけないというとこ

ろも中にはあります。そういったことも含めて 6 地区の調査を行う中で、次の地区

について考えていきたいと思います。 
 
Ｑ 空き家について 

更地にするとなぜ、固定資産税が上がるのか。 
 
Ａ 都市対策監（都市計画課） 

宅地については、建物が建っていると税の優遇があり、空家を壊すと税金が上が

ってしまうということで、なかなか更地にできないという状況があります。したが

って、空家を売買や貸し出しなど、なるべく利活用していただく制度として空家バ

ンクの創設を目指しております。しかし、危険な空家については取り壊す以外ない

ことから、取り壊しに対する補助を考えております。また、危険な空家で特定空家

の位置付けをされた建物には、固定資産税の住宅用地特例除外の処分がされること

もありますので、こういった制度の周知を進める中で、皆さんのご理解をいただき

ながら、空家対策を行ってまいりたいと考えております。 
 
Ｑ ごみステーションについて 

新たに区画整理で市が売りに出したくすのき公園の北側で、ごみステーションが

遠くて、運ぶのに苦労している地域がある。昨年度区長だったので、市の担当者と

相談し、周りの了解が得られれば移設しますというところまで話が進んだのだが、

周りで 1 軒だけ了承してもらえずに断念した。要望としては、市が売り出すような

地域には、ごみステーションをきちんと配置してほしい。 
 
Ａ 環境部長（清掃事業課） 

20 区画以上分譲する場合には、業者に対してごみステーション設置を指導する

というのを、区画整理地区にも行ってほしいということだと思いますが、これまで

の区画整理については、そのようなことを行っていません。今後、すぐというわけ

にはいきませんが、区画整理課にも市民の方からご意見があったことを伝えておき

ます。 
 
（その他の質問） 

Ｑ 市役所期日前投票の混雑について 

 本日、市役所に行ったら、期日前投票会場がたいへん混雑していた。市民に迷惑
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がかからないようにしてほしい。 

 

Ａ 市長 

期日前投票所を増やすということは、次の県知事選からということで予定してい

ましたが、今回、突然の選挙であったため、これまでどおり、1 カ所で行いました。

また、本日、投票者が多かったのは、台風が近づいており、台風で行けなくなると

いけないという事でたくさん来られたという理由があったと思います。 
 

 

国府東部連区長あいさつ 

市長さん始め、各部長さんにおかれましては、精一杯のご回答を賜り、ありがと

うございました。また、地域の皆様も熱心に参加していただき、ありがとうござい

ました。 
この「市長を囲む懇談会」には関心の高い皆様が集まっていただき実施されるも

のです。今後も、住民の皆様におかれましては、連区長、区長を通して様々な要望

を出していただきたいと思います。 
市長さんを始め各部長の皆様には、今後も国府東部連区を、より住みやすい町に

できるようご協力をお願いします。 


