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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 935 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

指数 H24 H29

ポイント H23 H29

ポイント H23 H29
建設・整備分野に関する市民満
足度の向上

市民意識調査のうち、建設・整備分野（住環境の整備
等）に係る市民満足度の合計値

魅力あふれる都市空間の形成を目標としていることから、市
民のまちづくりに対する満足度を示す指標として、市民意識
調査の結果をポイント化し指標とする。

+0.6 +1.1

地区内人口 地区内における小学校区人口の増減率
暮らし続けられる生活環境づくりを目標としていることから、
定住人口の推移を示す指標として、地区内の小学校区人口
の増減を指数化し指標とする。

0.9 1.0

安全・安心分野に関する市民満
足度の向上

市民意識調査のうち、安全・安心分野（交通安全対策
等）に係る市民満足度の合計値

魅力あふれる都市空間の形成を目標としていることから、市
民のまちづくりに対する満足度を示す指標として、市民意識
調査の結果をポイント化し指標とする。

+3.2 +3.8

大目標：安全・安心で住みたくなるまちづくり
　目標１　安全・安心に暮らし続けられる生活環境づくり
　目標２　魅力あふれる都市空間の形成

　本地区は、豊川市の北東部に位置し、合併前の一宮町の中心的な地域を含んだ地区である。
　地区インフラ整備に関しては、国道151号及びJR飯田線が地区の中心を南北に、東名高速道路が東西に貫き、国道151号と東名高速道路の交差部分には東三河地域の自動車交通の玄関口豊川ICが整備されている。また、地区北
部には、主要地方道豊川新城線が整備され、自動車交通量が非常に多い地区である。しかしながら、国道151号に関しては、本地区より片側一車線の道路となり、交通渋滞が発生する区間となっている。そのため、バイパス整備が行
われており、この整備に向けた市民の期待は大変大きいものである。
　また、地区の北西部には、主要地方道豊川新城線沿いに、大木工業団地の整備が計画されており、豊川市における新しい産業の拠点としての位置づけが期待されている。
　地区の中心部には、平成16年度に事業認可を受けた、一宮大木土地区画整理事業による基盤整備に着手し、道路、水路、公園等の公共施設の整備改善と土地利用の効率化を推進し、利便性、快適性、安全性等の住環境の向上
を図るとともに、住宅地としてふさわしいまちづくりを目指し、事業が進められているところである。

・基盤整備が不十分な区域が点在しており、土地区画整理事業等の基盤整備の推進が必要である。
・安全・安心に関する事業を推進し、都市の魅力を向上させ、定住人口の増加を図る必要がある。
・健康や環境に配慮した住みよい地域づくりを推進し、地域住民が安心して生活できるまちづくりを推進する必要がある。
・産業の衰退化が深刻であるため、地域経済に資する企業の誘致が必要である。
・旧豊川地域と旧一宮地域の一体化を促進し、均衡ある発展を図りながら、両地域の活性化を推進する必要がある。

・第5次総合計画において、「良好な住環境整備」として「一宮大木土地区画整理組合への支援」を、「道路交通の円滑化」として「幹線道路、生活道路の整備」を、「誰からも愛される緑地・公園」として「公園施設の改修」を、「安全・安
心事業」として「交通安全対策の強化」、「防災対策の強化」、「防犯対策の推進」が位置付けられている。
・平成21年8月に策定された新市基本計画において、「光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち」を新市の将来像として定めている。また、防犯・交通安全対策の強化等に努めることで「安全で快適な生活環境が整っていま
す」、ゆとりある住環境の形成や都市基盤の計画的な整備等に努めることで「住み心地よいまちの空間が生み出されています」、まちの特徴を活かし観光や交流を通じた活力ある生活環境づくりなどにより「個性があり活力あるまちに
なっています」を、新市のまちづくりの目標としている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 愛知県 豊川市 豊川一宮地区

計画期間 交付期間 29



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業

・安全・安心に暮らし続けられる生活環境づくり
　地域住民の安全性、居住性等を確保するために、道路、公園等の公共施設の改善と土地利用の効率化を推進する基盤整備事業等を行
う。

【基幹事業】　道路　（（仮）上野一丁目下新切線）
　　　　　　　　　道路　（山ノ奥1号線）
　　　　　　　　　道路　（弥栄大橋山ノ奥線）
　　　　　　　　　道路　（山ノ奥2号線）
      　　　　　 　道路　（松葉日吉原線）
　　　　　　　　　道路　（山ノ奥7号線）
　　　　　　　　　公園　（（仮）1号公園）
　　　　　　　　　公園　（一宮幸公園）
　　　　　　　　　地域生活基盤施設（情報板）　（文化財説明板）
     　　　　　　　土地区画整理事業（一宮大木土地区画整理事業）
【提案事業】   資源化施設整備事業
　　　　　　　　　安全・安心事業
【関連事業】　道路　（木戸長草線）
　　　　　　　　　道路　（大木荒屋１号線）
　　　　　　　　　土地区画整理事業（一宮大木土地区画整理事業）
　　　　　　　　　地域生活基盤施設（地域防災施設）　（避難空間）

・魅力あふれる都市空間の形成
　基盤整備、商業、文化、行政サービス等の多様な機能の充実を図り、周辺地域からの利便性の向上と、新たな魅力あるまちづくりを進め
る。

【基幹事業】　公園　（（仮）1号公園）
　　　　　　　　　公園　（一宮幸公園）
　　　　　　　　　地域生活基盤施設（情報板）　（文化財説明板）
　　　　　　　　　土地区画整理事業（一宮大木土地区画整理事業）
【関連事業】　土地区画整理事業（一宮大木土地区画整理事業）
                    地域生活基盤施設（地域防災施設）　（避難空間)



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 豊川市 直 Ｌ＝500m　Ｗ＝6m Ｈ25 H29 H25 H29 282 282 282 0 282 －

道路 豊川市 直 Ｌ＝110ｍ　Ｗ＝4.5m Ｈ25 Ｈ26 Ｈ25 Ｈ26 21 21 21 0 21 －

道路 豊川市 直 Ｌ＝270ｍ　W=5.5ｍ Ｈ26 Ｈ27 Ｈ26 Ｈ27 25 25 25 0 25 －

道路 豊川市 直 Ｌ＝75ｍ　W=5.5ｍ Ｈ25 Ｈ27 Ｈ25 Ｈ27 16 16 16 0 16 －

道路 豊川市 直 Ｌ＝140ｍ　W=4.5ｍ Ｈ25 Ｈ28 Ｈ25 Ｈ28 34 34 34 0 34 －

道路 豊川市 直 Ｌ＝160　W=5.0ｍ Ｈ25 Ｈ2７ Ｈ25 Ｈ27 40 40 40 0 40 －

公園 豊川市 直 Ａ＝1,733㎡ Ｈ26 Ｈ29 Ｈ26 Ｈ29 57 57 57 0 57 －

公園 豊川市 直 Ａ＝1,928㎡ Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 9 9 9 0 9 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設（情報板） 豊川市 直 3箇所 H25 H26 H25 H26 3 3 3 0 3 －

高質空間形成施設

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業 組合 間 A=31.1ha H16 H29 H25 H29 299 299 299 0 299 －

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 786 786 786 0 786 － …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

豊川市 直 1箇所 H26 H28 H26 H28 170 170 170 0 170

豊川市、各町内会 直、間 － Ｈ28 H29 Ｈ28 H29 2 1 1 1 1

豊川市 直 － Ｈ29 H29 Ｈ29 H29 2 1 1 0 1

合計 174 172 172 1 172 …B

合計(A+B) 958
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
組合 国土交通省 A=31.1ha ○ Ｈ16 Ｈ29 5,047

豊川市 - Ｌ＝200ｍ　W=9.0ｍ ○ H26 H27 34

豊川市 - Ｌ＝130ｍ　W=5.5ｍ ○ Ｈ29 H29 10

国道151号一宮バイパス関連整備事業 豊川市 国土交通省 Ｌ＝720m ○ Ｈ26 Ｈ29 84

豊川市 - Ａ＝1,409㎡ ○ Ｈ26 Ｈ29 30

豊川市 環境省 1箇所 ○ H26 H28 1,021

地域生活基盤施設（地域防災施設） 豊川市 国土交通省 8箇所 ○ H26 H28 31

豊川市 国土交通省 Ａ＝38ha ○ H21 H29 2,000

合計 8,257

交付対象事業費 958 交付限度額 383 国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

(仮)上野一丁目下新切線

山ノ奥１号線

弥栄大橋山ノ奥線

山ノ奥2号線

（仮）１号公園

文化財説明板

連携生活拠点誘導施設

一宮大木土地区画整理事業

住宅市街地
総合整備
事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

資源化施設整備事業 豊川一宮大木地区

安全・安心事業 豊川一宮大木地区

事業活用調
査

事業効果分析調査事業 －

まちづくり活
動推進事業

全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

公共下水道事業

(仮）６号公園

資源化施設整備事業

（いずれかに○） 事業期間

土地区画整理事業

道路

道路

豊川市上野地内他

一宮大木地区

松葉日吉原線

山ノ奥7号線

一宮幸公園

豊川一宮大木地区

避難空間

一宮大木地区

一宮大木土地区画整理事業

木戸長草線

大木荒屋１号線



都市再生整備計画の区域

　豊川一宮地区（愛知県豊川市） 面積 935 ha 区域
上野、本野ヶ原、豊が丘町、東名町、大堀町、新豊町、曙町、白雲町、美幸町、佐土町、長草町の
全域、一宮町、大木町、篠田町、西原町、上長山町、麻生田町、樽井町、三蔵子町、六角町の一部

東名高速道路

豊川ＩＣ

三河一宮駅

長山駅

豊川市役所
一宮支所

豊川駅

主要地方道 豊川新城線

国道１５１号

国道１５１号
一宮バイパス

豊川市役所



地区内人口 （指数） 0.9 （Ｈ24年度） → 1.0 （Ｈ29年度）

安全・安心分野に関する市民満足度の向上

（ポイント） +3.2 （Ｈ23年度） → +3.8 （Ｈ29年度）

建設・整備分野に関する市民満足度の向上

（ポイント） +0.6 （Ｈ23年度） → +1.1 （Ｈ29年度）

　豊川一宮地区（愛知県豊川市）　整備方針概要図

目標 安全・安心な住みたくなるまちづくり

代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

■基幹事業 土地区画整理事業

一宮大木土地区画整理事業

■基幹事業

道路事業 （仮）上野一丁目下新切線

○関連事業

一宮大木土地区画整理事業

■基幹事業

道路事業 山ノ奥７号線

■基幹事業

いやさかおおはし

道路事業 弥栄大橋山ノ奥線

■基幹事業

道路事業 山ノ奥１号線

○関連事業

国道151号一宮バイパス関連整備事業

□提案事業

資源化施設整備事業

豊川ＩＣ

三河一宮駅

長山駅

豊川市役所

一宮支所

国道151号 一宮バイパス

○関連事業

資源化施設整備事業

■基幹事業

公園事業 （仮）１号公園

○関連事業

公共下水道事業

○関連事業

公園事業 （仮）６号公園

■基幹事業

地域生活基盤施設（情報板）

文化財説明板

■基幹事業

道路事業 松葉日吉原線

■基幹事業

公園事業 一宮幸公園

■基幹事業

道路事業 山ノ奥２号線

□提案事業

事業効果分析調査事業

□提案事業

安全・安心事業

○関連事業

道路事業 木戸長草線

○関連事業

道路事業 大木荒屋１号線


