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質問事項 回答者 回答

基幹的広域防災拠点の対象災害は何か。 愛知県

南海トラフ地震やスーパー伊勢湾台風に限らず、それ以外の災害時
にも活用していく。
県民の命を守るために、あらゆる災害に対応できるような施設を考え
ていく。

基幹的広域拠点施設は、新型コロナ、新型インフル
エンザ等に対してどのように対策するのか。

愛知県 感染症対策についても対応できるよう検討していきたい。

基幹的広域防災拠点を本町に選定した理由は。 愛知県

防災拠点の整備にあたり、検討会を設置し、拠点の位置について検
討を行った。
現消防学校等の土地も活用できないか総合的に比較検討したとこ
ろ、豊山町青山地区は、空港と高速道路の両面からのアクセスのし
やすさに恵まれていること及び災害リスクが低いことから選定した。

基幹的広域防災拠点の別の候補地は無いのか。 愛知県
空港、高速との利便性、災害時のリスクを検討した上で区域を決定し
たので、代替となる候補地はない。

基幹的広域防災拠点や避難所の面積はどの程度
か。

愛知県
地形測量を実施して設計を行ったうえで具体的な面積が決まってく
る。今後、詳細計画が固まってきたらご説明する。

測量範囲はどの程度か。また、事業面積はどの程度
か。

愛知県

防災拠点整備及び関連する道路整備の測量面積も合算して、測量
範囲は概ね30haとなる。
地形測量を実施して設計を行ったうえで具体的な事業面積が決まっ
てくる。今後、計画が固まってきたらご説明する。

基幹的広域防災拠点はどれだけの範囲をカバーす
るのか。

愛知県

南海トラフ地震が発生した際に、愛知県全域をカバー出来るような規
模を想定している。
自衛隊等救出救助部隊の集結基地としたり、全国から送られてくる緊
急物資の集積地とする規模感で面積を計算している。
必要となる面積は今年度中に関係機関との協議等を行い取りまとめ
ていく。
また、経済圏の繋がりもある岐阜県や三重県との連携も視野に入れ
て、検討を進めていく。
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質問事項 回答者 回答

事業費はどの程度か。 愛知県 事業費についてはまだ決まっていない。

国からの補助はあるのか。 愛知県 国からの補助についても積極的に要求していく。

以前県営空港内の用地を活用するという話があっ
た。その話はどうなったのか。

愛知県

空港内の用地活用については、緊急着陸を想定した造りとなってい
るため、防災拠点整備に利用することは出来ない。
災害時には、空路を活用した物資の搬入やけが人の搬送を計画し
ている。
これらの計画については、県営名古屋空港と今後調整していく。

消防学校等の年間利用者数はどの程度か。 愛知県
県と名古屋市の消防学校の施設統合を協議している。
利用人数は、消防学校職員が50名程度、年度前半には300人程度
の初任科、後期は、高度な技術を学習する専科を実施する。

計画地域は風水害のリスクが低いとの説明だが、大
山川沿線では過去に浸水被害が発生している。どの
ようなデータに基づきリスクが低いと判断しているの
か。

愛知県
愛知県全域の中で比較したところリスクが低いということである。
水害の被害想定については、河川部局に確認をとっている。

大山川の整備計画はあるのか。地元のリスクを軽減
するための対策は検討しているか。

愛知県
浸水対策として、調整池を防災拠点の地下に設置することを調整し
ている。詳細が決まったらお知らせする。

測量調査区域内に給食センターが入っているが無駄
になってしまうのではないか。

豊山町
給食センターは災害時に活用していく施設として考えており、移転は
考えていない。

今回の開発による調整池の対策容量はどの程度とな
るのか。

愛知県
特定都市河川浸水被害対策法に基づき、浸水対策施設の確保を検
討している。測量後のプランニングの中で調整池の位置や必要とな
る容量が決まってくる。具体的な計画が固まった段階でお示しする。

豊山町青山地区は市街化調整区域であるが、開発
の際に市街化区域に編入するのか。

豊山町
市街化調整区域については、市街化区域への編入を行う考えはな
い。
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質問事項 回答者 回答

今の時点でタイムスケジュールは決まっているのか。
各々どの時期に、どのような内容で説明会を行うの
か。

愛知県

現在、施設規模等の検討をしているため、都市計画決定の明確なス
ケジュールはお示しできない。
全体のスケジュールも早急に決めて、令和７年度末の完成に向けて
全力投球していく。
今後の説明会は、施設の計画が固まった段階や都市計画決定の段
階で開催したいと考えている。

計画スケジュールが示されている。国も財政がひっ迫
しているが、計画どおり進めることができるのか。

豊山町 スケジュール通りに進めていく。

今後5年間で事業を完成させるのは大変ではない
か。

愛知県

全国的に頻発している災害に対応するため、早期整備に向けたスケ
ジュールとしている。
このため、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に
今回の事業を位置付けた。

用地買収に関する説明は個別と全体のどちらか。 愛知県
全体の説明会で用地買収の流れをご説明し、その後、個別に建物
調査や金額等詳細をご説明することを考えている。
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質問事項 回答者 回答

この地域内に住んでいる者は移転しなければならな
いのか。

愛知県

計画が固まり整備エリアが確定したのち、そのエリア内に住まわれて
いる方については、大変申し訳ないが移転をお願いする形になる。
移転のご相談については、県と町で個別に実施する。移転が難しい
方もご協力をお願いしたい。

都市計画決定は収用事業として行うためにするの
か。

愛知県

令和4年度の中盤あたりから用地の買収をお願いする予定をしてい
る。
計画が固まらなければ用地の測量を行うことはできない。
都市計画決定は、その区域内に一定の制限を加える事により、その
都市計画の実現を担保するものであり、新たに建てようとする建築物
に制限がかかる。

買収価格は地元の方が納得できる価格になるよう努
力して欲しい。

愛知県
土地の買収価格については、標準地に合わせた価格を設定してい
きたいと考えている。

用地を確定するための測量はどのようなスケジュー
ルか。

愛知県
都市計画決定後、用地測量に入っていきたい。
用地買収に伴う測量を行う際には、改めて説明会を開催する。補償
についても、用地交渉の中で話をしていく。

土地を売買した際の税金の控除はどうなるのか。 豊山町
用地買収の所得税控除は、都市計画決定後に5千万円の控除が受
けられるよう手続きを進めていく。

県事業、町事業があるが、5千万円控除はそれぞれ
の事業で適用されるのか。

豊山町
愛知県の事業と豊山町の事業それぞれで譲渡所得から最高5千万
円までの特別控除が適用となるよう進めていく。
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質問事項 回答者 回答

愛知県

地形測量を基に設計を行い、整備エリアが確定することになる。
確定した範囲内に住宅や倉庫が建っていた場合、大変申し訳ないが
移転をお願いすることになる。
代替地については、用地交渉の中でご希望をお伺いし、豊山町と協
力して探していくことになる。

豊山町
用地交渉には個別で対応させていただく。代替地についても、それ
ぞれのご希望をお伺いし、土地を探していく。

移転する際、建築時点と比較して資材等が高騰して
いるため、現状と同等レベルの建物に移転できるか
不安である。

愛知県 個別にご相談させていただく。

農業を続けたい人もいるので代替地を考えてほし
い。

豊山町
代替地については、用地交渉の中でご希望をお伺いし、愛知県と協
力して探していくことになる。

代
替
地
に
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エリアの中に家が入っているが、代替えは考えている
のか。早めに移転先を提示して欲しい。

質問事項 回答者 回答

道路用に借地として提供している部分の土地の取扱
いは。

豊山町
道路に提供している借地は、無償賃貸借契約で道路が廃止となった
場合はお返しすることになっている。開発により道路が廃止されれば
返還されて用地買収の対象となる。

防災拠点の南側道路よりも南側のエリアは、計画に
は入っていないということで良いか。

愛知県
今のところ、南側の住宅地は計画のエリアに入っていない。道路の拡
幅についても、北側に広げていく計画なので影響はないと考えてい
る。
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質問事項 回答者 回答

豊山町
防災拠点の整備区域内の道路は、整備する予定だが、整備区域外
の道路を合わせて実施する予定はない。

愛知県
災害時には、10tトラックや自衛隊の大型車が行き来することになる。
そのため、道路の拡張を検討している。防災拠点に付随する道路の
整備を予定している。

道路は拡幅されると思うが、概ね何ｍ程度の道路を
つくる計画なのか。

愛知県 現在検討中であり、決まった段階で、改めてご説明する。

都市高速と基幹的広域防災拠点との交通連携はど
のように考えているか。

愛知県
都市高速を遠方からの陸路として活用していくため、防災拠点周辺
の道路を大型車が通行できるように整備していく。

防災拠点や賑わい施設の整備により、渋滞が予想さ
れるため、アクセス道路の充実を図るよう検討してほ
しい。

豊山町
国道41号からのアクセス道路整備を県と連携して進めていく。現在整
備を行っている大山川の堤防道路も防災拠点のアクセス道路として
活用していく。

賑わい施設等ができるとそこに行く人が増え車が増え
てしまう。子供たちが安全に遊べる場所へのアクセス
等はどのように考えているか。

豊山町
町では通学路点検を毎年実施しており、危険な状況を回避する努力
をしている。防災拠点整備の際にも、子供たちの安全を確保するよう
に努めていく。

愛知県
災害時の物資等の搬入のため都市高速や国道41号からの道路を拡
幅する予定をしている。県営名古屋空港の南側の道路については今
回の事業で　拡幅する予定はない。

豊山町 春日井市に、このような要望があったことを伝える。

道
路
に
つ
い
て

計画区域内の道路は整備されると思うが、予定エリア
の外はどうするのか。町道１号線の住宅地の道路は
触らないのか。青山地区のメイン道路として整備する
考えは無いか。

防災拠点や賑わい施設の整備により、春日井稲沢線
の利用者が増加するため、思い切った拡幅計画を検
討してもらえないか。
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愛知県
県と町のそれぞれに施設で役割を分担し、一緒になって賑わい
施設を作っていく。

豊山町

避難所や賑わい施設について、今年度計画の基本構想を策定す
る。県と町で連携し整備計画を進めていく。町で整備するア
リーナについては、災害時は町民が利用できる避難所とし、平
常時は、子供から大人まで楽しめるレクリエーション施設とし
て考えている。

豊山町
施設の利用については、県と意見を出し合って、より良い施設
を整備していく。

愛知県
都市公園と新しい消防学校の整備を予定している。町の賑わい
施設や公園の利用を含めた地域の活性化・発展のために、有効
な施設を整備していく。

豊山町
公園の一括管理については、今後整備していく中で県と協議し
ていく。

愛知県
公園整備については、民間企業を活用したＰＦＩなど視野を広
げて検討している。効率的な整備方法を町と相談しながら決め
ていく。

各施設は町民に対してどの程度プラスになるの
か。

豊山町
収益的な話については、経営が赤字になってはいけないので、
利益となるような施設を考慮した基本的な構想を今年度策定す
る。

賑わい施設については、ＪＡ等との連携を図っ
てほしい。

豊山町
地元商工業者のみではなく、北部市場やＪＡとも連携して取り
組んでいく。

施
設
に
つ
い
て

県が整備するスポーツ施設と町が整備するア
リーナ等の関係は。

スポーツ施設等を整備するとのことだが、新た
な施設は有効に使ってもらえるようにしてほし
い。

神明公園の維持管理について、防災拠点整備を
機会に県で管理してもらってはどうか。
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質問事項 回答者 回答

大変ありがたい施設であり賛成したい。計画を遅らせ
てはいけないので、スピード感を持って進めて欲し
い。

愛知県
私どもも県及び町民の安全安心に全力を尽くしていきたいと考えてい
る。いつ発生するか分からない巨大地震に対して、豊山町と連携して
一刻も早い防災拠点の完成に全力で対応していきたい。

大雨が降れば、現状農地が保水機能を有していた
が、開発により無くなってしまう。

愛知県
防災拠点の整備により、従前農地で保有していた大雨が降った時の
保水機能が失われないように、雨水調整池を開発の規模に応じて設
置する。

測量はドローンを用いて行うとのことだが、個々の地
権者に同意を得るのか。

愛知県

今回の測量については、防災拠点の設計を進めていくにあたって、
現地の状態を把握するために実施する。また、地権者に対しての測
量の同意については、本日配布している現地測量のお知らせをもっ
て、皆様のご協力をお願いしている。

道の駅の計画があると聞いた。飲食店の計画もして
いくと思う。本町には北部市場もある。産直も含めて
計画はあるのか。

豊山町
具体的な物販の内容や飲食店についてはまだ決まっていない。今年
度基本的な構想を練っていく。豊山町の特色を活かした賑わい施設
となるように検討していく。

公園については町民が楽しめる形にして欲しい。 豊山町
公園内のルールについては、神明公園以外でも様々な問題を抱え
ていると思われる。今後整備していく中で、公園の在り方についても
愛知県と協議を行っていく。

そ
の
他
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質問事項 回答者 回答

議会に対しても、県・町はどのようなことを考えている
が説明を行い、より良い施設を作る努力が必要。地
権者、代表などの様々な立場で考えより良い計画に
なるようしてほしい。

豊山町
議会にも説明を行い、町民の皆様にも意見を聞く機会を設け、計画
を進めていく。

愛知県
町と一体となってこの事業を進めていく。いただいた意見を今後の事
業に活かしていきたい。

豊山町
今回の防災拠点整備は県と連携して実施する。同じ目標に向かって
進めていくことから、それぞれの話し合いの中で協力を図っていく。

愛知県
都市公園の使い方については、多くの県民に利用してもらえるよう考
えている。防災の啓発施設や訓練施設を整備することで、県の防災
の中核となるよう進めていく。

豊山町

子供が減少している中で新しい高校を設立することは考えられない。
防災拠点に滞留してもらうための工夫が必要となる。消防学校を子供
たちの学習の場として提供したり、部活動の大会を新しい運動施設
で開催すれば、町に訪れる人たちを増やすことが出来る。町の方か
ら積極的に働きかけていきたい。

県と町との約束はすべて書面で行って履行してもらえ
るようにしてほしい。

この地域での賑わい創出のため、人が常時集まる施
設が必要である。町には高校がないので高校を誘致
してはどうか。

そ
の
他


