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６．自由意見

　※（括弧）内の文言については、編集により付加したもの。その他誤字脱字と思われるものは編集により修正している。

　※複数の事項について回答されている場合は、分別のため、内容を分割している。

自由意見
分別 内容

駅利用者のために、駅周辺の道路を整備すべき

市民の生活を最優先に考え計画的に行っていただけると良いと思います。

少ない財源を有効に使うための計画的な道路整備を希望する。

整備によって交通事故が減少するかなど考えて欲しい。

道路の通行を円滑に通行できる様、順次整備を進めていってほしい。

標識が道路幅を狭めている。不必要な物を少なくしてペイント表示で代用するなどの工夫を。

全般1/2

工事ばかりすると道が渋滞すると思う。むだな工事ばかりしてほしくない。豊川は名古屋みたいな都会じ
ゃないから幹線道路なんて整備は必要なし。じみちな所からしっかり行ってほしいと思います。

高齢化で徒歩でしか買い物にいけない方が多くなっているのを考えると生活道路を幹線道路に変えてい
くのは無理なのではないでしょうか？（交通量が多くなると歩きにくい）子供が多く遊びに行く公園の周辺
でも、同じく幹線道路にしてしまうと交通量が増えるのと同時にスピードの出しすぎで危ない状態になら
ないか心配です。歩道の整備や震災に備えて電柱を地中化も大切だと思います。道路を整備と同時に

地中化もできるのであれば一緒にやっていただけたら１度で済んでありがたいです。

市内ではどこも住宅が増えてきましたが、できるだけ建つ前にきちんと都市計画をたて、まず、市で道路
計画を立てていくことが必要だと思います。

市民の為の道路とは思いません。未だ工事の進まない道路が多すぎ、いきどまりばかりでとても不便で
す。机の上はかりでなく、良く自分達も通って見ると良いと思います。生活は毎日のことですから経済状
況がゆっくりなら無理に行き止まりの道路はかりいらないと思います。

実家のある豊田市に比べて悪い道、傷んでいる道が多い。道路照明等が少ない、街が暗い。西香ノ木
町一丁目の道路がデコボコで子供を三輪車に乗せていると転倒する恐れ、また、老人も多いので早急に
道を安心して通れるようにしてほしい。

若い頃はどこに行くにも車を使っていました。60歳の今は徒歩と車を半々の生活です。高齢化の進む現
代、地球と弱者にやさし道路整備をお願いしたいです。

住む人を中心に道路を整備してほしい。電車・自動車が中心になっている今、もっと道路が歩きやすく、
安全（街路灯）安心（高齢者児童障碍者のかたたちでも使いやすい、電柱を地下へ）な街にしていってほ
しい。

渋滞が緩和される道路、冠水がひどくならない道路、自転車、歩行者が安心できる道路を交通量に応じ
て整備するとよい。

少子高齢化で税収が減少するので、耐用年数の長い道路を整備すべきである。また、道路整備後に占
用工事でやり直すことはなくすべきである。

新しい家がどんどん建っています。もう一度見直しをして一方通行に貫いた（ほうが良い）ところがあると
思います。１日に数回出たり入ったりする家が増えました。年寄りも増えています。危なくて仕方がない。

他の都市と比べてこの東三河はまだまだ歩行者のための歩道、街灯が少ない様に思います。夜間歩い
ていると暗くて危ないと思う箇所がまだまだあるので整備をお願いしたいです。

通勤の際、抜け道を走る車が多い。どこか、渋滞するか調査し、道路の整備を行ってほしい。渋滞してな
いのに赤信号が長く渋滞しているのは青信号が短い道路もあり、それらを改善することも必要であると
思う。道路を整備すれば金が必要であり税金を使うことになる。整備は必要だが、少ない財源で有効に
整備することを考えて下さい。

東京から転勤で豊川市に来て６年近くになりますが、公共交通網が発達している東京に比べこちらの方
が車社会。１人に１台、車が必要です。道路は走り易く信号も少ないので、同じ時間でも走れる距離が長
いです。東京の様にはならない「緑豊な自然あふれる道路」というものを長い目で見て計画して作って行
って頂きたいと考えます。

道路の停止線は普通自動車を基準に考えられいるのでしょうか？トレーラー等が右左折する時とても厳
しい条件の時があります。停止線の位置をもっと考えて作って欲しい。

道路計画が古すぎる。道路計画は順次見直しを進めて欲しい。計画から４０年も経過した道路に必要性
があるのか。

道路幅４m以下の場合、道路表面に凹凸が生じていても補修が遅れがちになっていて歩行者が滑り易
い。舗装工事の記録と現在の通行量を勘案して対処してほしい。交通安全策。

歩道や街路樹が少なく街全体が殺伐としている。
バス停まで遠い。
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未整備道路の整備を進めてほしい

整備内容（歩道）

もっと歩道を確保して欲しい。

車道幅を広げて欲しい。

赤坂小学校区内に遊歩道の設置を望む

道路幅を広くし、歩道を確保して欲しい。

歩車道を分離して欲しい。

歩道が狭くて危ない

無駄に広い歩行者道路は必要ない。

整備内容（排水）

下水道がきていないため、雨が降ると側溝の水があふれ出て通行が困難になる。

大雨の時浸水する道路（水はねで運転しづらい。）歩行者や自転車の人達に雨水を掛けてしまいそう。

整備内容（全般）

もっと安全な通学路を確保して欲しい。

もっと道路を舗装して欲しい。

自転車・歩行者など道路を分離することで自動車の渋滞が予想される。中途半端な分離は現状以上の

車が良く通る細い道（歩道なし）を通って通学している小学生をよく見かけるが危険な気がする。

通学路の工事は早めに終わらせてほしい。

通学路等の狭い場所は、借地し道路を広げるべきである。

デコボコしている道が多い。

一旦停止の「止まれ」の字が消えかけている場所が多い。

街路樹はあまり多いと邪魔になるので、適当な本数にする必要がある。

幹線道路の草木を定期的に刈ってほしい。

旧青山病院のマンホールの音がうるさい。

古くなった橋の耐久性が気になっている。

全般2/2

豊川の中心部は歩道の整備が進んでいるが、郊外は遅れており、自分が歩行者になってみるとその必
要性に気づく。自分の住んでいる地区は歩道整備が進んでおり、満足している。

豊川の道路は車に乗っていることが多く歩道は長く歩くことがないのでよくわからない。道路は歩きやす
い所も多いと思う。

豊川市はまだまだ地方都市で人口もこれ以上増える訳でもないので限りある予算の中では維持管理に
重点を置くべき。地方に合った実情に応ずべきだ。道路の拡張は生活道としては必要ないと思う。幹線
道もまあまあ整備されているのでこれ以上はいらない。全体の予算の中では、道路の予算は割合は少し
づつ減らすべきだと思う。他の方で予算は増えていくであろうから。

都市計画に基づいて建築などの許可がされていないと思われる。道路拡幅が凹凸であったり、立派な道
路ができても短く、また、その先が行き止まりであったり、計画変更？一貫性に掛ける。

渋滞道路で右折者が多く直進車も進むことが出来ず。またまた大渋滞を起こすので右折車線がほしい
幹線道路が多い。豊川弘法山の道路の幅が狭くすれ違いが困難です。新しい道路が出来るまで整備し
てほしい。木の枝も邪魔です。

通学路で歩道がない所や歩道が右側から左側に急に変わる等、子供が歩くのに危険に思われる道路が
多いです。車が多くないところでも車がスピードを出すので、危険です。まずは狭くてもいいので、歩道を
造る事を優先し、歩道の方向も統一するなど歩行者、特に子供の安全を最優先にしてほしいです。

豊川駅前の稲荷に向かって左右の幹線道路が特に通勤通学路が車道も狭く、歩道のない道路がたくさ
んある。歩いていても危険な箇所がある早急に調査検討整備が必要である。

個人事で誠に申し訳ない話ですが、我が家の家の前には側溝がありません。玄関を洗ったり洗車をする
と道路に水が溜まってしまい、人に迷惑をお掛けする事もあろうかと思います。側溝の整備をしていただ
きたいと長年思っています。

三蔵子町橋本のＪＡやすらぎ会館の前の道路は、梅雨時や台風の時、短時間に大雨が降ると冠水して
道路が川のようになるので雨水がうまくはけるようにしてもらいたいと思います。

日立とスズキの間の広い道路は水はけが悪く、雨が降った後は道路に雨水が溜まっていて水しぶきをあ
げながら走らなければならないので、修理をしたほうが良い。歩道が狭すぎて自転車と歩行者が同時に
すれ違う事が出来ない（日立側）ので危ないと思います。新市民病院の目の前になるので早く改善して
下さい。

整備内容（修繕）1/2

アスファルト舗装が傷んでいる所が多くあります。御津町役場のときに連絡してすぐに対処していただき
ありがとうございました。今後も気がついたらすぐに直していただき危険のないようにして下さい。

ガタガタの道路を平らにしてほしい。道路幅を広くして歩道を確保し、歩行者・事件者がいてもよける事無
く、スムーズに自動車で走れるようにしてほしい。照明灯や街灯をつけ、利用料が多い交差点には信号
を付けてほしい。
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最近、道路上の白線が消えている所が多い、管理が不十分。

整備内容（修繕）

自宅から小学校に行くときに道路が盛り上がっていて歩きにくいと思います。（広い道路にでるまで）

自宅前、一夫通行ですが道路がへこみ雨が降ると水溜りが出来る。舗装もひび割れが多い。

生活道路、学生の通学路が一部路肩がガタガタであぶないと思います。

道路のデコボコが気になる。

道路のラインが薄く消えかかっている箇所をよく見かける。蛍光塗料を使用するなど

道路の痛みが激しいです。補修整備をするといいと思います。

道路沿いに植えてある樹が見通しが悪い為無い方が良いと思います。

道路側溝のごみの除去をお願いする。

白線や一時停止の線が薄くなっている所をないして欲しい。

歩道の雑草が目立ちます。

歩道の草刈をしっかりしてほしい。

歩道を自転車で通行する場合、段差で危険を感じるので、段差の改善をして欲しい。

みなさんが住みよい町になりますよう、期待しております。がんばって下さい。

自転車が安心して走れる道路が増えることを期待する。

自転車が車道を走っているのはとても危ない。

自転車と歩行車道を分離することが最高に安心である。

自転車に乗って見ると傷んでいる舗装が多いので大変苦労して自転車に乗っています。

自転車道がほしい。

自転車道と歩行者道の整備

自転車道の整備に力を入れてほしい。

自転車道の整備は理想であるが、既存の道路幅で行うのは難しいのでは。

自転車用通路を作るとか歩道を広くして歩行者と自転車に分ける等できないか。

中学校や高校周辺は自転車道を整備する。歩道の拡幅を図るなどしてもらえると安全である。

整備内容（修繕）2/2

私はJR野地の踏切から前山に通じる道路ぞいに家があります。この道路を多く使います。
道路片の舗装が傷んでいます。かけた所はほじれていてとても危険です。自動車が両方から来るかけた
所に入って通り過ぎるのを待ちます。
良い機会と思いますので一度見に来て下さい。よろしくお願いします。

自宅の近くに運送業をしているところがあります。自宅前の生活道路が傷んでいる為、トラックが走行す
るたび、すごい音がするので整備してほしいです。深夜が特にひどいです。

通学路になっている所で一人がやっと通れる状態の所があり、植木の枝が伸びている所が多いです。雨
降りの時など歩きにくいです。

東三河環状線の本野ヶ原二丁目交差点周辺の区画線が薄くなっている（3/15道路維持課報告済み）

道がでこぼこで自動車が雨の日はスピードを落とさず走行するので、傘でよけるのですが、水をかけら
れて困ります。

歩行者の場所に草や木がしげって通りにくいので定期的にまわって草をかってほしい。信号を守らない
ので自転車がいつも1つ信号をまたないのでいけないので信号を守ってほしい。

歩道と車道の境目の段差がすごいから自転車がパンクする。段差がすごいから老人とちいさい子も歩き
にくいと思う。

整備内容（自転車）1/2

ニュースなどで自転車の事について少し前まで（？）よくやっていましたが、豊川に限らず自転車使用量
は本当はどのような走行をすればいいのか、とても悩むところがあります。道交法に基づいて車道を走
れば車からクラクションを鳴らされた事もあるし、逆走せざるを得ない時も出てくる場合もありました。自
転車専用通路がほしいなあと思っていました。しかし、交通量の多いところのみになるのは目に見えてま
すので、ごく普通の幹線道路にこそほしいと思います。佐奈川沿いの歩行者道路はとても便利で良いで
す。あそこは自転車が通っても違反ではないんですね。

高齢なので自転車で車道を通るのは怖いので歩道を通れば迷惑になるし自転車で安心して通れる道が
ほしいと思います。

市内への自転車道（網）の整備を希望します。①若者の自転車離れ（少子化）②高齢者による無謀な自
転車運転に基づく事故の減少へ③通学用自転車専用道の整備

自転車の安全な道にもしてほしいです。自動車と同じように走行するなんて自分にも子供がいるのでこ
の先不安です。学生さんも朝の混雑時などにみかけますが専用の道もないのに自動車と同じになって、
もしもなにかあったときにヘルメットなどだけでは命に関わると思います。自転車と歩行者の問題もあると
思いますが、自分の子が小学中学高校と必ず自転車には乗るので安心できる道をお願いします。
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カーブミラーが少ない。街灯が少ない。電柱が邪魔（標識の柱含む）一方通行が多い。

カーブミラーをもっと設置してほしい。

まだまだ、防犯灯を必要とする部所があります。もっと設置してほしいです。

右折帯を作ってほしい箇所がある。信号を歩車分離にしてほしい箇所がある。

街路灯、カーブミラーが少ない。

狭い道路から幹線道路へ通ずる道にカーブミラーを付けてほしいと思います。

御津町祓田の住宅街ですが、夜、道路の照明等が暗いので、もう少し明るくしてほしいです。

交通事故がよく起きる所は止まれの標識があっても交差点近くの道路を色（茶色）でぬる。

子供の通学路の見直しをしてもっと安全に通学出来るように整備してほしい（歩道も含めて）。

自宅近くに防犯灯が少ないと思います。

小さな交差点で、どちらも「止まれ」がない交差点がある。

小学校付近の道路には、信号や横断歩道を付ける。

信号がない道路が多いので信号を設置して欲しい。

信号が多い。

信号が多すぎる。

整備内容（自転車）2/2

南大通の歩道の幅の広いところは歩行者と自転車を分けることが標示等で比較的簡単で安価でできる
と思います。

歩道を走る自転車、車道を走る自転車がバラバラで早く統一してほしい。車道を走る自転車が不自然な
動きをすると車にぶつかりそうになる時があって安全なのか、時々不安に思う時がある。

豊川市は自転車専用道の整備及び設置がかなり遅れていると思う。高校もあり、自転車を利用する人
口も多いと思うので早急に改善してほしい。

都会では歩道を自転車で走ることによる事故が多いと聞きます。今後は歩行者と自転車別にする出来る
ことなら、自動車道、自転車道、歩道と別けて道路の整備を期待します。

整備内容（交通安全）1/2

一宮頭部地区は電灯の少ないところがあり、夜こわい所があります。一宮町の西原の信号が朝と夕方と
ても混雑しているので、信号の時間を変えるなどしてほしい。（千両線の交通量の多いほうを長く）。豊川
用水路の柵が壊れている所があり、子供の通学路になっているので危ない所がある。

右折レーンの整備されてない交差点が多く危険！渋滞の原因にもなっている。右折レーンを増やしてほ
しい。

交差点にある照明は安全でよいが、横断する歩行者を、自動車からもっと見えるように設置されるとよい
と思う。

交差点にある歩行者用信号機が２灯の場所が多いので子供高齢者があわてて渡ったりするので、事故
を誘発します。特に右左折の多いところには４灯の信号があって当然だと思う。通学路には特に必要性
を感じます。
歩道の段差を特に緩やかに滑らかにしてほしい。豊川駅前通の両側にある歩道・自転車道をモデルにし
ていただきたい。

細い田舎道が多々まだまだ昔からあります。そこでの不審者が出ます。
街灯や色々と工夫が必要です。都会に比べ子供が多いので危険のない様なレベルで良いので整備を少
しする。見直すだけでも減るのではと思います。
あと路駐が多くうちの近所では良くトラブルを見かけます。大声で喧嘩けいさつざたにもなっております。
うちに限らずお子様のいる家などはそういうもめている家を見てこわいとまで言っていますし皆気分の良
い事ではありません。治安までも悪くなるのは、と思います。勝手に人の家の前に止めて半日、とかいう
車が結構あり、迷惑しております。路駐はひどいと思います。事故にもつながります。お願いします。

事故の多い所はなにか原因があると思います。鏡を付ける、明るくするなど事故を減らすことを考えて下
さい。道路で暗い所は子供や女性が跳ねられやすいと分かっているが明かりがない。もう少し明かりを
付けてほしいです。

事故多発交差点が近所にありますが一向に信号が設置されません。人が死なないと設置されないので
すか。幹線道路の信号機の連動が悪く、1つ先の信号を渡りたいためにスピードを出しすぎたりする車が
要る。スピードを抑えるために連動をずらしていると思うが逆効果ではないか。燃費も悪くなる。

自宅附近の高速道路側道は、朝夕方共に抜け道としてかなりの速度で走って行く車両が多くとても危険
！特にインターに近いカーブは年に何度も接触事故があり、歩行者の歩く事も出来る道路ではありませ
ん。歩行者が安心して利用出来る様に希望します。

車を運転しているとあまり気付きませんが駅まで又は夜歩く時、道路に街灯がなく、又は間隔が長くとて
も暗く怖い思いを何度もしました。車優先でなく、徒歩、障害者優先の明るく、歩きやすい道路を作って頂
きたい。

主道路の歩道は市内ではよく整備されているが、歩道の巾が狭い所では歩道と車道を夜間では区分し
ているが見づらい。
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信号のサイクルが悪く、渋滞の原因になっている。

信号のタイミングが悪く渋滞が発生しているのではないか。

新青馬周辺は道が狭く危険である。カーブミラーの設置や違法駐車を取り締まって欲しい。

他市に比べて街路灯が少なく道が暗い。

通学路になっている道路の整備（照明灯や道幅）

通学路には照明を設置してほしい。

道路照明灯が少ない場所が多いので夜、自転車に乗っていると危ない。

抜け道となっている道路に時間帯進入禁止などの何らかの措置が必要である。

豊橋市内に比べて道にある街灯が少なく、とても暗く感じます。防犯の上でも良くないのでは。

火災・急病人が発生した場合には緊急車両が入れず非常に不便で問題がある。

狭い道路、曲がった所をなるべく減らして下さい。

狭い道路では、電柱の設置位置を考えるとよいのではないか。

私の住んでいる所（小坂井）は道路がせまいので友達がくるのをとてもいやがります。

自宅前の道路の幅が狭く、自動車同士のすれ違いができない。道幅を広げてもらいたい。

生活道路が狭く、街灯やカーブミラーが少ない。

生活道路が狭く、緊急車両が入ってこれるか心配である。狭い生活道路の整備をお願いする。

生活道路の整備は人・家の多い地区が中心であり、家が少ない地域は無視されている。

生活道路をもっと考えて欲しい。私はこの豊川が好きです。

部落から広い道路に出るまでが道が狭いので部落内の道路をひろげてほしい。

幅の狭い道路は一方通行にして行くべきだ。

車いすを使用している。車いすでも安心して通れる道路がよい。

歩道と車道の段差が苦になります（おしりが痛いです）。

街路樹を増やしてほしい。

整備内容（交通安全）2/2

信号のない交差点には大きなカーブミラーを必ず付けてほしいです。信号の交差点でも雨の日は醜いの
で照明を付けていただくと歩行者がわかりよいと思います。（横断歩道に黒い影が急に、車運転していて
ひやっとした事があります。）

通学路に歩道が無いのでせめて色舗装などして区別すると良い。国１渋滞時は迂回車がスピードを出し
て通るので危険を感じます。

整備内容（狭あい道路・生
活道路）

国府駅附近や御油の住宅街等の生活道路を通勤・通学に使う際、せまいしかなりの交通量なので何と
かしていただきたいと思います。ボランティアの方達があぶない時があります。（誘導の仕方が）（十字路
が多く道幅が狭い為）

私は、小学校の近くに住んでいますが、登校する小学生たちは歩道のない道路を車とギリギリですれち
がいながら通っています。事故が起きないためにも歩道の整備をお願いします。

小坂井の町の道路は入り込んでいて狭いので広くして欲しい。旧道も歩道があると自動車の運転もしや
すい。

生活道路が狭い所が多い。北海道から引越ししてきて、道の幅が違いすぎ、慣れるまでは少し怖かった
です。

道路幅が４m以下の市道を広げて欲しい。

もともと名古屋市民だったのでこちらの方の渋滞と感覚はなかり違い、この辺りの渋滞は許せる範囲内
です。それより生活道路等小さな子供、お年寄りの方自身がこわいと思って通っているようですので、車
の側からしてみればもっと怖いです。
かなり気を付けて運転はしてますが、車幅スレスレに通っていきます。道路幅も狭いので仕方ありません
が、昔からの道、昔からの古い家でなかなか整備できなかったのでしょうが、よそから転入してきたもの
から見るとどうにもできなくて・・って感じです。先日も大事故ではないのですが、この辺りの住民の方と名
古屋ナンバーの方が車の外に出て言い合っていて車がどんどん通れなく、その話を待っている状態の中
、聞こえてきた話が「おまえ、よそ者のくせにこの道を通るな」「この道はこのへんの者が通る道しかない」
と・・。
怖いところがあるなと、あれ以来、その道は通れなくなりました。そういう人がいるのも、道路がせまいか
ら？小坂井の佐奈川附近です。

整備内容
（バリアフリー）

金屋橋東交差点で車イス、歩行者が通行しにくいところがあります。又、最近、老人が足首等を骨折した
らという事例ががあります。是非、舗装を平坦に直してくださいます様お願いいたします。

現在、子供が小さくべビカーを使用していますが、歩道→横断歩道、横断歩道→歩道の少しの段差がと
ても不便に思います。べビカーでも不便に感じるので、車イスを使用している方はもっと不便に思ってい
ると思います。工事をする際も、ただ工事をするのでは何の意味もなく感じます。実際、市の職員の方が
べビカーをおして歩いてみたり、車イスに乗ってみてどこが不便に感じるか体験されてはいかがですか
？それに公園内もシバやジャリとても不便です。見ばえの良い街や道路作りでなく、どんな人もすみやす
い街や道路を作って下さい！！お願いします！！！

整備内容（その他）1/2
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御津高校－国府駅へ行く道路を早期に完成することを望む

御油の民家の側溝の蓋の中に棒が入っているので通りにくい。電柱を地中化すると良いと思う。

交通量を再調査し、計画の見直しをすべきである。

自動車、自転車、歩道を譲り合いの心で使える道路ができるとよい。

整備対象（幹線道路）

幹線道路と生活道路の区分けをはっきりさせること。基本的に歩車分離を積極的に取り組んで下さい。

国道は歩車道を分離してほしい。

主要道には最低限歩道がほしい。

渋滞対策 渋滞を緩和することにより交通事故も減少すると思います。

工事への要望

維持修繕にお金がかからない施工方法を検討して下さい。

維持修繕工事が多いために、道路がでこぼこである。

何回も道路を掘らないように調整をすること。

各工事期間が長すぎそのための渋滞が気になる。

工事の繰り返しで舗装がでこぼこしている。

新市民病院周辺工事の交通整理員の態度が悪い

町内に毎年道路の改修要望があるが、何年も繰越しになっているのでお願いしたい。

徒歩で生活しているため、穂ノ原六角線が歩行者通行止めにより非常に大変である。

道路工事の期間が長い。

年度末に工事が集中するので、分散して欲しい。

年度末に集中する工事はやめてほしい。

年度末に道路工事をあちこちで行うのはやめてほしい。渋滞の原因になります。

穂ノ原六角線の工事が長期間すぎる。

整備内容（その他）2/2

トラックが多いと感じます。産業用道路があると渋滞も減り、歩行者も安全になると思います。また、せま
い道路がうら道になっていることが多く、ベビーカーを引いて安心して歩ける道路が少なく感じます。

幹線道路の整備はまだ必要である。特に東三河環状線、姫街道線の鉄道アンダー、23号蒲郡バイパス
、国道151号バイパスは早期に整備が必要と考える。生活道路は自動車中心の整備から歩行者自転車
道等優先させた整備へシフトしていく必要がある。ユニバーサルデザインにも考慮し、ハードのみでなくソ
フト対策（教育)もしていかなくてはならない。

環状線の整備が県内の市町村（特に西三河）と比べて大変遅れているのでは？また、ドライブしていると
主道路のセンターライン・横断歩道・橋などの装備補修塗装の劣化が目立つ。

旧宝飯４町間と豊川市内へのアクセスが悪く一体感がないように思える。学生が自転車で市内方面へ向
かう時、バイパスを越えて行くのが大変困難である（高校へ通学する時など）。

主要な幹線道路が、４車線から２車線に狭くなるところがある。スムーズな通行に影響があるので、改善
すべきである。

第2東名インターが萩に出来たら１号線とインターを結ぶ幹線道路が整備されると思いますが、歩行者と
自転車が安心して通行できる。幹線道路をつくってほしい。

１年間同じ所で道路工事を数回しないで欲しいです。いろいろな部門と連絡して１回で終わらして欲しい
ものです。

このところ年度末の為か、あっちこちで道路の工事が行われていますが、同時期に行われる為に通れな
い場所ばかりできてとても不便です。もう少し計画的に出来ない物でしょうか。

せっかくきれいな舗装道路ができても数年過ぎると下水道等の工事で掘り起こされ再舗装されるが、継
ぎはぎだけでこぼことなり、景観も悪くなっている。＊）計画的な道路整備が必要と思います。

一部区間のみ整備され放置したままの道路がある。必要があり着手したのならば、早急に完了すべきで
ある。

業者によって、舗装の施工レベルに差があるので、しっかりチェックをしてほしい。また、マンホール周辺
が陥没しているところの修繕をしっかりしてほしい。

工事が長いので使えない道がある。それが不便である。夜暗くて冬など子供が通る時間だけでも明るくし
てほしい。郊外は車が多いが人が集まっているところがでこぼこしていると、ベビーカーや老人が歩くの
に不安を感じる。

先日、下水道工事をしていました。各戸への工事が終り、道路をアスファルト舗装をしていました。ところ
が１週間も過ぎない頃、又、彫っていました。きれいな道路がつぎはぎです。

占用工事の舗装は段差が大きいので、丁寧な施工を望む。
工事看板がわかりにくい。ガードマンを増やして欲しい。



28

公共交通の充実

コミュニティーバスは本数が少なく利用しづらい。

個別路線（姫街道線）

早急な幹線道路の整備要望箇所、飯田線と姫街道の交差踏切（高架）渋滞解消

姫街道が２車線になれば良くなると思いますが、裏道の道路が車が多く危険です。

姫街道が渋滞しすぎだと感じます。

姫街道と飯田線の交差部分で渋滞する。

姫街道の２車線化を早くやってほしい。

姫街道の混雑を緩和するため上宿樽井線の整備を進めて欲しい。

姫街道の渋滞が酷い

姫街道の信号パターンが悪すぎる。改善して欲しいです。

姫街道の整備を早くしてほしい。

姫街道は整備されて広くなったのに、４車線ではなく２車線のままなので渋滞している

姫街道よりバイパスへ抜ける馬場町～市役所片側２車線の道路が望ましいと思います。

姫街道白川橋付近はいつ工事が終わるのか？見通しが悪く渋滞の原因になっている。

２３号バイパスから御津バイパスの接続を早く行ってほしい。

車の交通が多い所（御津の２３号）には、右折車線を作って欲しい。

名豊道路を早期に開通させて欲しい。

個別路線（東三環状） 東三河環状線の大崎地区の工事を早期に進めてほしい。

狭い日本、そんなに急いでどこへ行く・・など言葉はどうなってしまったでしょうか。公共交通機関、遠くは
鉄道、近くはバス（乗合）の路線を何種類か作る等の工夫で車の交通量を減らしては。

平尾にもバスを通して下さい。老人はとても不便に思っています。国府驛と新市民病院へ行けるようにし
てほしい。

姫街道からR１５１へ抜ける踏切が待ち時間が長すぎると思います。（時に朝）。

姫街道ですが飯田線名鉄線の踏切のタイミングが必要以上に長いと思います。安全を考えても明らかに
早く遮断機が下がり電車が通過後もなかなか上がらない！是非、見直し一考をお願いします。

姫街道にある踏切周辺での渋滞の解消は出来ないのですか。姫街道を使って度々浜名湖へ向かうので
苦になります。

姫街道の２車線区間を４車線にして欲しい。
本当に必要な道路を整備すればよい

姫街道の宮地病院の踏切附近は、小学生の通学路となっていますが、歩道が整備されなくて通勤時間
と登校時間が重なり危ないです。中高生も自転車で横断したりとても危険がと感じています。

個別路線（国道23号）

23号バイパスが完成すると交通渋滞が発生すると思われる。道路を広げてほしい。
23号バイパスを早く整備してほしい。

２３号バイパス東三河～蒲郡を早く完成させてほしい。２３号御津西方海岸の交差点で豊橋方向からの
右折専用レーンを作ってほしい。

国道23号バイパスはいつ完成するのか？

豊川橋の豊橋にに向かう車線は工事されたのになかなか渋滞が緩和されていないと思います。毎朝の
出勤時間にとても影響しています。

新しく出来た豊川～御津のバイパスに歩道がない（１号線に歩行者用の信号がない）ので不便です。こ
の前、バイパスを歩いている人がいてあぶないなーと思いました。

東三河環状線等の幹線道路が途中まで出来ているのに何ヶ月も何年も開通しない（完成させない）のは
非常に無駄に見える。市田地区⇔樽井地区開通（環状線）、豊橋前芝地区⇔為当地区（２３号線バイパ
ス）。

個別路線（小坂井BP)1/2

２３号と１５１号とをつないでいる平井町の新幹線東海道線名鉄線飯田線をまたいでいる高架橋の道路
を今すぐに無料化にして、その上で旧東海道1号につづく部分を改善工事をしてほしい。そうすれば、東
三河全体として見て特にその中心分のもっとも混雑しているところが全く一変いたします。私が思います
のに以上のことが現在の東三河全体の道路の流れから言って一番に急を要することだと断言できます。

私は、小坂井西小学校区に住んでいます。時間帯にもよるのですが（特に朝・夕）平井地区の豊橋前芝
から国道１号線の道路が大変渋滞しているので、こまっている人がいます。上を通っている小坂井バイ
パスを（有料）無料にできませんか？道を横断するのも大変ですし、朝・夕家から車で外出するときなど
なかなか出られる事ができず困っています。小坂井バイパスを無料にする事ができたらだいぶ緩和され
ると思うのですが、まだ無理ですか？
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小坂井バイパスも無料化すれば周辺の生活道路の渋滞が少なくなり、地域住民の移動が楽になる。

小坂井バイパスを無料にしてほしい。

１号線で事故が多い。

１５１号線バイパス（東上～インター付近まで）を早く開通できるようにお願いしたい。

一宮町内の１５１号を車線数を増やすなど拡幅して欲しい。

国道１５１号で一部歩道がない箇所より整備すべきです。

１５１へ出る前の踏切での道を広くするか、何かありませんか。

夏目ホルモンの狭い道、姫街道へ出る１スパンを一方通行にとしていただきたい。

河川堤を整備し安全歩行ができるようにする。

旧国道の交通量が多く、スピードを出す車が多いため、対応策が必要である。

個別路線（小坂井BP)2/2

小坂井バイパスの迂回ルートでバイパスの下の道に大型トラックがたくさんん走っていてとても危険とい
つも感じます。何のためのバイパスなのか。いつも疑問に感じます。できるだけ早く小坂井バイパスを無
料化にしてバイパス下の迂回ルートにできるだけ大型トラック等が走らないようにして歩行者、自転車に
安全な道にしてほしいです。

個別路線（国道1号）
R1の旧東海道が道が狭く交通量が多いため危険、住民以外の通行の規制を行ってほしい。

個別路線（国道151号）

１５１号をよく利用するのですが、デコボコばかりで走行がしにくいと感じます。なので改善をしてほしいで
す。最近では道路を横断した歩行者が車とぶつかってしまう事故がありまいしたので、コロナ附近に歩行
者用の押しボタン式の横断歩道を作っていただけたらなくなるのではないかと思います。（出来れば歩道
橋がいいです。）よろしくお願いします。目の前で事故を見てしまったので、早く対応をしていただきたいで
す。

１５１号沿いの日通豊橋支店西側市道は道路が狭く大型車が通れば全ての通行が不能になりますので
、改善をお願いします。大型車の駐車場入り口が二車線以上の道路に接する所を伽kしてほしい。また、
その先線で少し曲がる所（下長山町宮下39－１）で交差点が２箇所あり、そのところも一旦停止にしてほ
しい。

国道151号砥鹿神社前交差点から麻生田北交差点間の一部分で歩道の幅が狭く、車道との区別が白
線のみで柵や段差も無い。街道筋のため車の往来が激しく白線すれすれの通行者もあり、歩くたび、非
常に危険を感じ神経を使う。一部歩道はできているが、仮設でもよい、せめてガードレール等設置できれ
ば・・・

個別路線（その他）1/2

２１号の千両住宅８号の南１５０mを西へ進んで行くと松永寺のうら（北側）の道路を7：00～8：30、の時
間を学生の為、自動車の通行を規制してほしい。事故が起きる前に。

コロナやエイデンの通り（大通り）での右折車が多く、危険なので（事故多発するのでは）何か対策をして
ほしいです。

稲荷口駅すぐ横のサンヨネ前の踏切の交差点をどうにかして欲しいです。毎日、通勤で自転車で通るの
ですが、たまに車にひきころされそうになりヒヤヒヤです。マナーを知らないドライバーも多く、又、道路も
優先順位が不明で歩行者が車が通過するのを待っている現状です。事故も多く、昨年はバスが自転車
をひいていました。毎日の生活でかんりストレスになる地点ですので、早いところ改善して安全な交差点
にして下さい。

音羽在住です。東海理科～本宿高速道路側道、通行量が増え、高速道路が通行止め時大型トラックな
ども入ってきます。何か規制があると地元としては安心です。長沢ー本宿間も草刈がおこなわなければ
危険が減ります。赤坂旧道、電柱がなければ歩行者、車、危険が減るかも。

音羽中学校から長沢小学校の間の東海道の道は、朝は通行禁止のはずなのにかなりのスピードで車が
走ってくるのでとても危ない。子供が朝、登校するのでいつも危ない。道も狭いのにスピードもすごく通行
禁止にも関わらず車がくるので、すれ違いなのがあり、子供たちがそれをよけて登校している。いつもあ
ぶないので、広いところまで歩いて毎日ついていく。もう少し道の事を考えてほしい。おまわりさんがたっ
ている時はみんな規則を守って通るので車の量もスピードもぜんぜん違う。車も一方からの通行になる
のでせまい道を子供たちが歩いていつも、まだ、安心できる。

宮地病院の前の道が渋滞が非常に多い、何とかしてほしい。これは古くからある問題です。切に改善を
お願いしたい。最重要事項です。

旧街道、例えば国府町内、赤坂、御油などは空家・空地が多くこれらは年数を掛けてもっと整備をしたら
良いのではないでしょうか。壊れそうな家屋などで道路が危ない。又、防犯的にも心配です。

御津小坂井線（御津踏切から前芝へ行く道路）がとても狭いのですが、制限速度を守らない車も多いし
曲がりや電柱が多いため危険である。今後、２３号バイパスが完成したとき利用車両が増加した場合は
不安である。

御津町赤根から国府駅にかけて道路が御津高校南側で工事が中断している。この道路を早急に整備す
るよう強く要望する。

御油駅前の踏切付近の道巾がせまく、国道１号に出る信号待ちの車（の滞留長）が少なく渋滞の負担と
なっている。改善の検討をお願いします。



30

国府小学校付近の御津高校に向かう通学路が狭い。

小坂井駅から小坂井郵便局周辺に電灯が少なく夜間暗いような気がする。

小坂井支所東側に、自転車道や歩道があるとよい。

諏訪橋西ー消防署付近は片側２斜線としては道路幅が狭すぎる。拡幅してほしい。

前山踏切周辺は速度を守らない自動車が多いので、市役所でも取締りをしてほしい。

早急な幹線道路の整備要望箇所、３８５号（菟足神社交差点～平井橋交差点）の拡幅

早急な幹線道路の整備要望箇所、下条橋交差点渋滞解消

早急な幹線道路の整備要望箇所、豊川稲荷前道路の拡幅による渋滞解消、

萩町に在住だが県道額田線の往来が激しく危険でうるさいため、迷惑している。

穂ノ原六角線と公園線との交差点に右折対を設けてほしい。

豊橋豊川線と中通線の交差点部分が常に渋滞している。

個別路線 クックマート（本野）の信号（指定方向↑→）を追加してほしい。歩行者用信号を安全に渡るため。

エリア（西部区画）

美園は道路幅が狭く不便である。少しずつでもよい方向になることを願う。

伊奈駅回りの道が細すぎるのが多い。

旧小坂井町はとても道路の整備が遅れており自動車で通るにはせまく危ない所が多い。

私が旧小坂井町に住んでいますが、せめて東・西に通る２車線道路一箇所欲しいと思います。

個別路線（その他）2/2

御油松並木に関して倒れたポールが修理されたかと思うとすぐに倒されている。整備したことにより交通
量が減ったり、使い勝手がよくなったことは考えにくい。改善されることを望む。

桜町小学校前を国道１号に抜けると旧国道にすぐ出ますが、信号がない為いつも通勤通学時間は混ん
でいます。旧国道の直進は右折車の右側からかぶせる様に進行しています。一度、朝の時間、利用して
みて下さい。事故になる前に・・・。
蔵子神社の前から一号線を過ぎて旧国道へ出る道も同様、一号線に出る信号を付けた事で大通り（小
学校前）の信号より、この信号を利用する車が多くなった（自転車）歩道橋を使ってない為。

篠束野口線蔵子南交差点の東交差点で事故が多い。信号を付けてほしい。名鉄豊川線と桜町千両線
の交差点の踏切を横切る自動車が多くて危ない。サークルｋに行く人が踏み切りの手前を横切り危ない
。その内、事故が起きこると思います。

小坂井国府線の道路は本来もっと広くなければ歩行者・自転車とも危険な道路だと常に感じています。
又、それに伴う住民の生活道路への（生活空間とも言うべき場所へ）他、自動車の侵入を制限していた
だくか、生活道路は時速８km/h以下のスピード運転の徹底を促す規制をかけていただかないと危ないと
常に感じています。（自分の子、身内が歩いている可能性があると思えば、思いやりゆずりあいの運転
は可能に本能的になれると思います。）

西小坂井喫茶の横断路２０時頃、通行中同一場所で2回接触される。東より来た車が一旦停止後、見落
とし（横断中の人、死角になりやすく）スタートで接触した。人身事故になる。対策検討。事故にならない
道路にするよう日々点検改修望む。フロンティアホール付近、朝、夕交通量多く交差点交通整理員、信
号設置など課題要する。

他の住民は道路拡幅のため立ち退きしてとか、引っ込んで立て直したりして道路が途中までできている。
しかし、たった１件のために。野口町ツイジの交差点の交差点の家の様に道路が途中までしか拡張され
ていないのは、しかも何年間も・・・いかがなものかと思う。行政の方も頑固な住人のために苦労があると
思うが、他の部分が拡張されているのでもったいないというか・・・個人の家だから難しいとは思いますけ
ど。

天王校区でいつも危険な通学をする子供達を見てひやひやしながら帰って行く子供達を見ながら、子供
と自転車のすれ違う姿は絶対になんとかならないものかと、いつも心を痛めているものです。香月堂あた
りから瀬木方面の通学路です。市道か農道かわかりませんが本当に危険な箇所に思います。

文化会館からギョギョランドへ向かう時、朝のラッシュ時、名大環境研究所西北角と環状線下中野信号
渋滞が曜日によってなのか、ないときもあるがよく見られる。

名鉄豊川線（諏訪町駅近く、R１５１バイパスへ抜ける所）踏切で渋滞が多く発生していると思われるので
八幡駅のように高架にして欲しい。

野口町前野の交差点のミラーを早く新しいものにしてほしい。見通しの悪い交差点なのでいつ事故が起
きてもおかしくないと思います。小中学生の通学路になっているので早く設置してほしいです。

梨野ガードは幅員が狭いため、交互通行をしなければならないので不便である。
下佐脇玉袋の五叉路交差点のいったん停止を無視する車両が多いので大変危険である。通学路でもあ
るため改善をしてほしい。

豊川西部区画整理地区における道路の整備を早く行ってほしい。スーパーマルヤスの交差点にはやく
信号をつけてほしい。スーパーマルヤス前の道路から西側の国府駅に行くところにあるガードレールを
早くなくして通行出来るようにしてほしい。

エリア（旧小坂井町）1/2

伊奈駅の周辺の踏切が危ない。
ゼニスパイプ周辺の道が狭い。
小坂井の中通線の歩道が傷んでいる。
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小坂井町の道路を広げて欲しい。

名鉄伊奈駅西側の踏切交差点を整備改良して下さい。

エリア（国府町）

国府小学校区内の道路幅が狭く危険である。

エリア（旧御津町） 御津町は道路整備が遅れているので急ぐべきである。

エリア（旧音羽町）

この様なアンケートではあまり役に立たないかと思う。

しっかりした入札で工事を行うこと

また、市役所の問題ではないが、路上駐車が多く警察に動いてもらうか、駐車場の整備が必要では。

何かいい方法があればいいと思います。

警察署および保健所周辺に路上駐車が多く危ない。

公共交通が不便なゆえ、自動車の保有者が多いのではないか。

エリア（小坂井）2/2

小坂井周辺の道路が狭い為、子供の交通に不安が大き過ぎる。
運転者・歩行者どちらも安心して通れる道ではないと思います。優先すべきはまずは、歩行者の安全、そ
のための道路にして欲しいです。

小坂井地区全体が道が狭く行き止まりが多い。生活していてとても不便
子供の通学路も学校まで２km以上あるのに小道が多く目が届かないため不安である。

西小坂井駅から名古屋よりの2つ目の踏切が毎日大変混んでいる。御津方面から小坂井経由で豊橋市
と豊川市中心に向かう人やドミーに行く人など数年前と様変わりしている。２３号バイパスの入り口が完
成するとますます拍車がかかりますが、バイパス開通と周辺道路・踏み切り整備の関連付けがあまり感
じられない。道路整備にいっそうの注力をお願いする。

国府町山ノ入の道路が崩れたりしそうで心配しています。（弘法山・音羽の滝の横がくずれ打ちそうで通
るのがこわい。）山の入の池にそっている道路はフェンスも朽ちていて高齢者や幼児のとりかえしのつか
ない事故になるのではと心配です。西部中から山を越えて御津へ抜ける道の両サイドが（鶏舎近く根か
ら倒れている大木が見え、この道もちょっとした地震でもくずれてくるのではと不安。山ノ入の細い道も道
幅がせますぎな上にがけなので怖いです。住民が少ない地域ですがよろしくお願いします。

名鉄国府駅周辺のふみきりで電車の入れ替えで１時間に２回も止められるのは何とかならないのか。国
府駅前の信号交差点は歩道橋なり地下道なりを作って車・歩行者共に安全な方法は考えられないのか
。

赤坂台から御津高校へ子供達が自転車で通学していますが、赤坂台～赤坂駅間は朝・夕、東海理化の
通勤の車・人で反対側に渡れなかったり、接触しそうになったり危険です。国府～御津高校間は道路幅
が狭い割りに交通量が多く、また、通学路して小・中学生も歩いていて危険です。もう少し道路幅を広げ
たり、五差路の所に信号又は、交通整理人等がいるとよいと思います。自転車は歩道も走れず、車道も
狭く、車に接触しそうになり危険なので、自転車レーンが整備されるとよいなと思います。

長沢地区の音羽中学校の登下校ルートが危険なため、自転車通学から歩行通学に変更する等見直し
検討をお願いしたい。

萩町内の状況は歩道はおろか、車道の路肩が整備されずに雑草や樹木が道にはみ出している。境界杭
の所までキッチリ平坦に舗装すれば歩行者が通り易くなると思う。

その他1/4

この地域内で猛スピードで通行する車両や空カン等のゴミを投げ捨てて通行する車両が毎日、目につく
。道路整備と共に利用者のマナーやモラルの向上も行政や地域全体が真剣に取り組む必要がある。

スズキkk左側道路、いつまで通行止めですか？とても不便です。早く通行出来る様にお願い致します。

よく道路に痰・唾を吐く人がいます。子供達がそれを踏んで行くかと思うと気持ちが悪くて仕方ありません
。道路を気持ちよく使えるようにマナーの啓蒙、啓発運動をしていただくと言うのは無理でしょうか。シン
ガポールなどでは道路に唾を吐けば罰金刑とか・・。道路は気持ちよく安心して使いたいです。

幹線道路が渋滞すると生活道路への自動車の侵入が多くなります。特に豊川市は１号線が一直線に貫
通しておらず、新城方面とのアクセスが悪い。

気候のよい日は自動車が怖くて乗れず、自分も自動車に乗ることになってしまう。自転車は中高生が乗
ることが多いと思うが、経済活動だけでなく未来を担う子供たちの心を育てる道路でありたい。子供たち
は物を言わないが、危険とか安心を感じていることを忘れてはいけない。

狭い道路が必ず交通安全と思わないが広い道路にすれば速度を上げ、また、雑な走行も発生すると思
う。町より市になり住民の要望を必要以上に整備する必要は経済状況を考え後で市民税等の付けに回
らないようにすべきと考えます。

犬の散歩で自転車に乗りリール付の首縄で通勤しているのを取り締まって欲しい（家の前を毎日位散歩
している）。

現在が車社会であることから、車に都合がよいように道路を作っている感じがする。生活道路を広げると
車と歩行者との事故が増えるのではないかという懸念がある。

個人的には環境、健康、経済問題を考え、65歳で自動車を廃車いたしました。これからの時代は高齢化
社会及び若者も自動車に乗らない時代が来ると思います。豊川市は10年先の社会、経済を考え行政を
行っていただきたい。豊川市内はほとんど自転車でです。急ぐときはタクシーを使っています。
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国府駅周辺の踏切を拡幅すべき。

佐奈川歩道のウオーキングの道を自転車の無謀（運転）が目立つ。

自転車のマナーが悪い。

自転車運転者のマナーが悪い。

自転車道の整備の前に自転車はルールを守るべきである。

自動車、自転車、歩行者が便利で利用しやすく安全な道路整備の継続をお願いする。

自動車に乗れない自分にとって、御津南部小学校区から市役所へは非常に行きにくい。

自動車の運転マナーが悪い。

車の出し入れが困難なので、乗入れ幅を広げて欲しい。

渋滞は信号待ち１回程度にしてほしい。

生活道路を抜け道として利用させない工夫をして欲しい。

その他2/4

工場団地附近の川の堤防が夏になりますと草が延びて見通しが悪く横道から主道に出る時危なく毎年
感じています。刈るように依頼した時、そこにかける予算の関係で作業を最低限にしているとの返事でし
た。延びた草の為いつも見通しが悪く事故に心配です。

国府駅東側の踏切が1車線なので困る。

国府町内の国道１号線の信号機の青色の点燈がデタラメである。わざと車の流れを割る記しているよう
にしか思えない。「エコ・エコ」と騒ぐ割に車の「GO AND STOP」を繰り返し時代に逆行している。もっとス
ムーズに車の流れが出来るように青信号の点燈を考えて欲しい。

今、無謀な運転をする自転車が多く、そのため、自動車がスムーズに動けず、渋滞することがあるので
困ります。もし、、何かあれば自動車の方が悪くなるのは決まっているので、自転車にも安全に運転する
ように呼びかけて欲しい。自動車と同じように違反をすれば罰金があってもよいと思う。

今までなかった交差点に信号がついた事で朝・夕の通勤時間帯に自宅から出られない位の渋滞してい
る場所があるのは、おかしいようですが？信号は安全ですが渋滞はどうなんでしょうか。

止まれの標識がある道路について、車の運転手の９０％は停止線を通り越して止まります。歩行者の安
心のためにもルールの徹底をしてほしい。また、その対策を実行してほしい。

私は77歳、毎日自動車に乗っています。御津山に住んでいますので車なしでは生活できません。道が傷
んだ場合、自分でお金を支払い直しています。それが大変です。豊川市内にはあまり行ったことはありま
せん。蒲郡方西尾、豊橋に行くことが多いです（一人なので大変です）。

私は高齢であるが、歩行で移動（中長距離）する事は少ない。また自家用車を高速で走行することも少な
いので、歩行者、自転車等には気を付けている。マナーの悪い（割り込み）道路は姫街道の西行き諏訪
神社前の変であったが、標識等でだいぶ工夫されたのは認める。しかし短気な若者らしき運転者はまだ
いる。

事故になると自動車の過失が大きいと思う。”車は急には止まれない”という事が分かっているのに歩行
者や自動車もひどい横断の仕方や左右など見ない人もいる。今、私は免許を持っているが病院から出さ
れている薬のためほとんど運転していない。だからこそ、歩行者や自転車のひどい人は免許にない人だ
と思う。
高校生などウォークマンやケイタイを見ながらすがいスピードで曲がってきたりする道路の整備の前に自
動車ばかりを悪く取らないで歩行者や自転車も悪い事は悪いときちんと示してほしいと思う。そうすれば
、歩行者も自転車も気をつけるようになると思う。
警察も大変だと思うが、自動車ばかりでなく。歩行者も自転車にも注意するだけではなく、きびしく取り締
まってほしい。自動車のだが・・・。事故をなくすのに道路の整備も大切だがモラルが一番大切だと思う。

自動車関係の仕事をする人々は良い車を販売することに力を注いでいますが資源を大切に使う上でも
修理や改良などして車の使い捨ては困リます。「もったいない」の気持ちを大切に。

社会整備インフラを充実させることは公共事業としてとても大切な事です。道路利用者は（ドライバー、歩
行者、自転車）によって言い分が異なります。それらの言い分をうまく調整して整備を進めて下さい。今回
のアンケートもその一環と思いますが、アンケートより集合など生の声を聞いた方がよりリアルに意見が
でると思います。戦後、公共工事によって、日本はここまで高度成長を遂げてきた。公共搭費は国の経
済発展に必要不可欠なの財政負担であるが捻出し投費すべきで、それにより地域の活性化につながり
ます。

赤道は国有の物となっているようですが、増築しようと旧役場へ行っても「どうにもならない」で済ませる
始末。近所のいさかいも耳にか入ります。何とかならないでしょうか。旧小坂井町の道路は道幅が狭く他
市から来た方もびっくりしています。せめて地境の外まで植物（特に気の葉）を伸ばさぬように特に選定し
ていただきたくお願い申し上げます（広報等）。

千葉県より転入してきて１ヶ月あまりで道路事情を十分理解せずに記入しました。以前住んでいた千葉
県市川市近辺よりは道路事情は良いと感じます。

側溝の上の不法占用（植木鉢、自転車）が気になる。
家庭の植木が道路上にはみ出ていることが気になる。
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中央図書館の駐車場が狭いので運動場脇等への拡張されることを希望する。

道路よりも今は瓦礫処理。

道路整備で安全確保するよりも、運転マナーの教育で安全確保するほうが重要である。

道路標識の文字が小さい。もう少し大きいとわかりやすい。

道路利用者（歩行者、自転車）もモラルを守るべき

買物、病院、行く時は徒歩か電車、タクシーを利用するので道路のことはよくわからないです。

民地からせり出した植栽は、市で切ることはできないか。

夜間、飲食店の前に駐車（道路上）等いつも通るたびに感じます。

夜間自転車の無灯が多いので心配です。

その他3/4

大型車の通行多い片側一車線道路は道路標識を考えて設置してほしい。大型車の左側ミラーがよく標
識に当り標識の向きが変わり見えなくなっている。ミラーの破片も危険！！

第２東名工事が進んでいますが完成後の排気ガスなどの公害が心配。本宮山に登る時に工事状況が
見えるんですが、自然破壊のようで登山時、あまりいい気はしない。

天候により歩行者及び自転車の人は国道１５１号を歩いたり、自転車に乗ったりは、長い区間が大変で
す。ジャンボタクシーがあってもコースに入ってないし、不便です。

道路が整備されたとしてもモラルの低い人が運転している現状を考えると税金の無駄使いと思える。自
転車の方たちもマナー悪すぎ、もちろん小中高生だけでなく大人の方もマナー悪すぎです。

道路そのものの整備も大切ですが、歩く人、自転車で走行する人の交通安全意識の向上、交通安全意
識の教育をすることも必要だと思います。

道路と自動車がある限り渋滞はなくならないと思います。渋滞をなくしたいのなら道路を作るのではなく、
公共交通機関の整備を行うべきである。

道路を造る事よりも福祉事業（介護や保育園等子供や年寄りへの配慮すべきと思います。未来の道路
はいりません。もっと他に目を向けて欲しいです。道路に関しては意見のある人は沢山いるのでもっと多
くの人にきいてほしいです。大きい道路はもう充分です。ありがたいくらい・・・

道路管理者（国・県・市）の縦割り行政をなくし地域社会から改善・要望のあったものから積み上げ、地域
密着の道路行政を行ってください。例、通学路の街灯切れ、雑草草刈、カーブミラーの汚れ等国道、県道
、市道にまたがれば、どこが管理するか明確に、高齢者雇用で出来る草刈、ミラー掃除等地域の住む人
の「力」を活用して下さい。限られた予算の内で道路行政を行うには「ボランティア」活用を進め、市役所
にNPOを立ち上げたらどうか。

年取ってくると大概のことはどうでもよくなってくる。又、歩り外を歩くこともないからあまり参考になると思
わないが。

歩道を駐車場の代わりにしている方がいるため歩行者が車道を歩くところがあり、とても危険です。長沢
町グリーンヒルのバスが通る場所です。歩道が広いために歩行者が歩くことが出来ない。駐車場以上の
車が（２台分だとして）４台駐車しているどうなっているのか。今だにわからないこの現実。

歩道を歩行していると気がついた事は、道路の溝蓋の上に植木及び植木鉢等が置いてある為足がつま
づいたり、歩きにくい又、鉄板コンクリート蓋等を上においている所、自動車の出入れに色々な物が置い
てある。安心して歩行出来るよう取り外してほしい。特に子供が危ない。注意して行けるようにしてほしい
。

豊小学校の近くに住んでいますが、最近は老人が多くなり、以前は自動車で走っていた人たちも自動車
をやめ、徒歩やタクシーで駅などに向かう姿が見受けられ、路線バスがあれば便利だろうなと思っていま
す。自分もあと数年すればそう切に感じるようになると思います。今のままの状況では豊川に住むより他
の交通の便の良い他の所での老後を考えてしまいます。（たとえば蒲郡市とか・・・）

豊川には豊川と音羽の２箇所に東名高速道路の入出口がありますが、事故災害等により高速道路が不
通になった場合の通告方法を考えてほしい。１号線姫街道など他見の車で渋滞になっていることに気が
つかず、１車線のみの姫街道付近は大変な状態になり、緊急車両についての対応ができないこともあり
ます。自転車道の整備拡充にもっと努めてほしい。車が”優先”という街づくりが目立つと思います。”人”
がいての”街づくり”と思います。

豊川市内1500人の中の１人としてアンケート回答しますが、これがどのようにいかされるか興味が出来
た。回答結果がいつ頃まとまり、どの様な機会に公表されるか。私にはまったくわかりません。１５００人
の回答が道路行政に反映されると期待しますが、必ず、結果を開示して下さい。１５００人の微力なアン
ケートが生かされることを願います。くれぐれもやりっぱなしはしないように。

民主党が高速道路の無料・・など言われていましたが受益者負担でなければ無料化は無理だと思いま
す。道路管理には費用がかかりその経費の賄いに問題があると思います。

問４ですが、道路や照明灯などは公のことですが個人個人の家屋敷の樹木が道に出放し、枝が伸びて
も気にもせず、道路に出ていても心配もせず、私達迷惑しているが言えない。担当者はこれに気づいて
はいないか、見回りしないか、関心がないか、少しそのことを気使って下さいませんか、お願い致します。
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老人の運転が危ないので厳しくして欲しい。

愛知御津駅に高架か地下道を作って欲しい。

その他4/4 都市計画課でも以前からお考えのことと思い、また、とても難しいことかもしれませんが、踏切をなくすた
めに続けて取り組みをお願いします。
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