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明けましておめでとうございます。
輝かしい新年をお迎えの事と、
心からお慶び申しあげます。
皆様の暖かいご支援・ご指導のもと、市議会議員として３回目の新年を迎える
事ができ、改めて感謝申しあげます。

豊田市議会議員

こたま 義和

昨年を振り返って見ますと、未曾有の経済危機により、本市の平成２１年度当
初予算は、法人市民税が対前年度４２５億円余減の１６億２,８００万円となるなど、
将来構想にも支障をきたす事態に陥りました。

この様な状況の中、８月に行われた『第４５回 衆議院議員選挙』において政
権交代が成されましたが、この選挙結果は『現状を打破し日本を変えたい!!』という有権者の皆様の熱い想い
の表れであると同時に、明治以来続いてきた中央集権システムから、各市町村（基礎自治体）が主体的に行政を
執り行う、地域主権システムへの移行を強く求めた結果であると理解しております。
従いまして、私のキャッチフレーズでもある『だれもが魅力を実感できる豊田市』を目指し、
本年も引き続き頑張ってまいる所存でありますので、変わらぬご支援・ご指導を宜しく御願い
申しあげるとともに、皆様の益々のご健勝とご多幸をご祈念申しあげます。

【トピックス】 豊田市短期経営方針を策定！！
本市は『豊田市行政経営システム』の取組みを通じて、組織変革に取組んできましたが、予想以上の経済の
落ち込みにより、昨年度からスタートした最上位計画である『第７次豊田市総合計画（前期実践計画）』に必要な財
源確保が困難となったため、昨今の経済情勢を踏まえた短期経営方針（平成２２年度～２４年度）を策定しました。

短期経営方針
（１） 基本方針
① 「支出の最適化」の取組みによる事務事業の精査及び事
業の優先順位の明確化により、予算規模が縮小しても、
市民生活の安全安心確保のための所要額や、将来に向
けて必要な投資額を確保できる財政構造を目指す
② このことにより、今後の新たな施策展開や社会経済情勢
の様々な変化への的確な対応に備える

（２） 主な歳入・歳出について

豊田市の一般会計（歳入）
（単位：億円）
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① 法人市民税（歳入）については、国の経済対策による自動車販売需要の創出効果が見込まれるもの
の、円高の進行や外需の伸び悩み等により、平成２３年度までは厳しい状況が続くことを想定
② 個人市民税（歳入）については、企業収益の減少に伴い、平成２２年度の個人所得を前年度比２５％
減、平成２３年度以降は景気の緩やかな回復とともに、若干増での推移を想定
③ 歳出については、平成２４年度までの普通建設事業を平均で約４４０億円/年と見込んで
いたが、今年度当初予算では約３０５億円となり、見通しの２/３に縮小したため、今年度
レベルの予算額以上の確保を目指す
『短期経営方針』に
（３） 基金及び市債について
基づき、来年度予算
① 基金については、平成２４年度末に２６６億円（平成１１年度末
案が編成されます
残高と同規模）以上の残高確保を念頭に、基金を有効活用
② 市債については、歳出内容を精査・基金の有効活用を図った上で、なお必要があれば、特に厳しい財
政状況が予想される平成２３年度までは、豊田市版プライマリーバランス黒字化に向けた制限を解除

１１月市議会臨時会 ＆ １２月市議会定例会について
平成２１年１１月２７日（金）及び１２月４日（金）～２１日（月）にかけて、１１月市議会臨時会＆１２月市議会定例
会が開催され、慎重審議の結果、次の通り決定いたしました。

主な案件について

１. 『豊田市企業誘致推進条例』の制定について
豊田市は、平成１１年より『豊田市産業立地推奨条例』を定め、企業誘致の推進・産業構造の多角化＆
高度化の推進、並びに雇用機会の創出及び拡大を図り、もって本市の経済振興と市民生活の安定に努
めてまいりました。
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１. 新エネルギー施設等設置奨励金
する事により、更なる経済 環境施設整備 国又は新エネルギー関係機関から新エネルギーに関する
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２. 緑地整備奨励金
目指します。
緑地整備費用の１／２の額（限度額１,０００万円）

２. 訴えの提起について(所有権移転登記抹消登記等請求事件)
次のとおり名古屋地方裁判所岡崎
支部に訴えを提起する。
１. 相手方
飯野施業森林組合
２. 請求の趣旨
（1） 相手方は、市に対し、本件土地の所有権移
転登記につき、本件土地の売買契約の解除
を原因とする抹消登記手続きをせよ。
（2） 相手方は、市に対し、４億４,１５１万８,２８０円
及びこれに対する訴状送達日の翌日から支
払い済みまでの年５％の割合による金員を
支払え。
（3） 訴訟費用は、相手方の負担とする。

７市町村合併前の平成１７年１月に、旧藤岡町は（仮称）第２藤
岡中学校建設予定地及び多目的用地として、相手方である飯
野施業森林組合から３億９,４４２万円余で土地を買い受けたが、
環境基準を超える有害物質に汚染されていた事がその後の調
査で判明し、中学校建設という契約目的を達することが出来なく
なりました。
（仮称）第２藤岡中学
そのため、豊田市としては相手方
校は、新たな場所に
に対し損害賠償請求を行い、和解に
て、平成２３年度開校
向けて協議を行ってまいりましたが、
を目指し、現在建設
損害額についての折り合いが付かず、
工事中です。
膠着状態となっていたため、売買契
約の解除及び土地売買代金に環境
調査費用を加えた損害賠償を求め
る訴えを、名古屋地方裁判所岡崎支
部に提起します。

３. 『豊田市議会議員定数条例』の一部改正について
次期市議会議員選挙（平成２３年４月予定）に向けた議員定数について、
『議員定数検討特別委員会』からの報告を受けて改正します。
（合併特例による現行議席：４７名 ⇒ 改正後：４６名、全市一選挙区）

詳細については、最終ページをご参照ください。

４. その他の主な議案について
（１） 工事請負契約の締結について
① 豊田市立大沼小学校建設工事
② 豊田市立浄水小学校校舎増築工事

５１４,５００千円
３５１,７５０千円

（２） 三好町の名称変更及び市制施行に伴う関係条例の整備等について
【現行】

西加茂郡三好町

【平成２２年１月４日以後】

⇒

みよし市

『一般質問』について
１２月市議会定例会において、『公共交通施策に関する取組み』と
『ＩＴＳ実証実験モデル都市に関する取組み』の大項目２点について、
一般質問の場を通じて市側の姿勢を問いました。
なお、今回は皆様の関心が高い『公共交通施策』の内、公共バス
に関する市側との質疑応答を中心に、ご報告させていただきます。

【公共交通施策を採り上げた理由】
市民の皆さんのニーズを判断する最も有効なものの一つが市
民意識調査であるが、直近の調査（平成１９年１１月実施）でも、
『豊田市のよくないところ、嫌いなところ』の問いに対し、『公共交
通の便が悪い』が６５.１％と、２位の『道路の整備状況が悪い』の
２２.５％に対して３倍近くの意見が寄せられており、公共交通の整備に対しては、特に市民の皆さんの期待が大
きいことから、『公共交通施策に関する取組み』について質問する。

【主な質問・回答】
Ｑ. 本市が掲げる２０１０年目標（２００１年を基準として、バス利用者数を１．５倍に増加）に対
する進ちょく状況と評価は？
〔市側回答〕
本市は２０１０年バス利用者目標を１４,２５０人/日
としているが、本年の利用状況は９,７００人/日とな
っており、来年目標を達成するのは非常に難しい状
況にある。
その主な理由としては、『とよたおいでんバス（基
幹バス）』は対前年４.６％増であるが、地域バスが
対前年５.２％減少している事に加え、本年は新型イ
ンフルエンザの流行による学級閉鎖や、経済状況
の悪化による民間バス路線の利用者数が減った事
が原因であると評価している。

Ｑ. 料金支払方法の簡略化のみならず、各種公共交通機関の相互利用の簡略
化という相乗効果も期待できる『ＩＣカード』導入に対する考えは？
〔市側回答〕
現在、東海地区では、名古屋鉄道（名鉄）及び名古屋市交通局等で
組織された『トランパスＩＣ協議会』が、２０１０年度中にトランパスカード
を磁気からＩＣカードに移行する準備を行っている。
また、２０１２年度には、トランパスとＪＲ東海との相互利用が可能な
システムの導入が予定されており、本市としては、この２０１２年度の相
互利用タイミングに合わせ、『とよたおいでんバス』や地域バスへのＩＣ
カード導入を検討している。
導入による利用促進効果や経費削減効果、導入に必要な費用、乗
継割引やエコポイントとの連携などについては、引き続き調査を行っ
ていく。

Ｑ. 本市が掲げる２０２５年目標（２００１年を基準として、公共交通利用者を２倍に増加）達成
に向けた課題と対策は？
〔市側回答〕
バスにおいては、鉄道に比較して運行本数が少なく、定時制が確保できない事が課題であるため、
来年度から運行を予定している外環状線を利用した新規基幹バス路線では、定時制の確保のほか、運
行本数や運行時間を充実し、快適性にも配慮した運行計画案を検討している。
また、鉄道における課題は、名鉄三河線の高架・複線化事業が挙げられ、今後は鉄道会社とともに
積極的に取組み、早期実現を目指したい。

公共交通の利便性向上に向けて、今後も引き続き提言を行ってまいります。（ｂｙ こたま）

豊田市議会の議員定数について
豊田市議会では、次期豊田市議会議員選挙（平成２３年４月予定）に向けて、『議員定数検討特別委員会』を
中心に議論を行ってまいりましたが、委員会からの報告を受けて、１２月市議会定例会において議員定数を改
正いたしましたので、経緯等も含めてご報告させていただきます。

【議員定数検討に至るまでの経緯】
豊田市の現在の条例では、議員定数は４０名と定めていますが、平成１７年４月の７市町村合併に際し合併
特例を活用し、４７名（旧町村地域においては選挙区制を導入）にて議会を運営してまいりました。
しかしながら、合併特例は次期選挙には適用されず、国の法律である『地方自治法』では、豊田市の人口規
模の場合、最大４６名と定めて
旧豊田市 藤岡地区 小原地区 足助地区 下山地区 旭地区 稲武地区
合計
いるため、豊田市議会では『議
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を伺いながら議論する事となり 議員一人当り 9,479名 9,969名 4,303名 9,094名 5,358名 3,299名 2,802名 9,020名
人口
ました。

【委員会における議論内容】
『議員定数検討特別委員会』では、二元代表制における議会の役
割・他市の状況・市内各種団体との意見交換・市民アンケート結果
等を踏まえ、『豊田市として相応しい議員定数は何人か？』『選挙区
制を引続き導入すべきか？』の主に２点について議論してきました。
私の所属会派『市民フォーラム（１０名）』としては、市町村合併に
より広大な中山間地域を有するとは言え、合併以降『地域自治シス
テム』の導入を議会として
議員定数（案） 選挙区制の導入
自民クラブ
も強く推進し軌道に乗って
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１０名
公明党
定数は削減すべきとの理由により、現条例で定める４０名を主張。ま
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た、選挙区制導入については、市町村合併の意義を考える上で、導 諸派（共産党含む）
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入反対を主張してきました。
しかしながら、『市民フォーラム』を除く全会派（諸派含む）が、『地域自治システム』は完全に軌道に乗った訳
でなく、中山間地域をはじめとした各地域の声を議会に届ける議員が必要との理由で、地方自治法で定める
上限の４６名を主張。さらには、最大会派『自民クラブ（３０名）』は、中山間地域の代表は議会に必要であると
の理由で、選挙区制導入には賛成を主張し、議論は平行線を辿るに至りました。

【結 論】
委員会での議論も終盤を迎え、選挙区制については『自民クラブ』が議員定数４６名を前提として、導入賛
成から反対に転じた事により全会一致となりましたが、議員定数については溝が埋まらず、当初予定より複数
回延長して委員会が開催されました。
その間、私ども『市民フォーラム』は、一名でも多く削減できるよう主張し続けましたが、最終的には委員長
の調停案である、次々回（平成２７年４月予定）選挙においては、再度適正な議員定数について議論を行う旨
を報告書に明記を条件に、議員定数４６名を受け入れ、委員会＆議会ともに全会一致で決定いたしました。

～ 議員定数に関する私の思い ～
議員定数が、地方自治法で定める上限の４６名で決定した事は残念でありますが、中山間地域
の皆様を中心に、議員定数削減に対する不安が多く寄せられたのは事実であり、次回見直しの
際には、皆様の不安が払拭されるよう努めてまいります。

『こたま 義和』

に対するご意見・ご要望をお待ちしております。
また、日頃の活動内容をタイムリーにご紹介させていただくため、ホームページを開設
いたしております。是非一度アクセスしてください。
こたま 豊田市

http://www.kotama.net

