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愛知県豊川市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 524ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

豊川西部地区

平成16年度～平成20年度 平成20年度事後評価実施時期

愛知県 市町村名 豊川市

交付対象事業費 国費率

地区名

影響なし

平成16年度～平成20年度交付期間
の変更

新たに追加し
た事業

地域生活基盤施設（広場（八幡大宝山））
地域生活基盤施設（自転車駐車場（上宿自転車駐輪場））

学校防犯・防災対策事業
安全・安心事業
市道大池線バリアフリー化事業
事業効果分析調査

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

住宅戸数の増加の指標に関係するが、指標及び目標は据え置く。
広場（八幡大宝山）：回遊性及び地区のコミュニティ増進のため
自転車駐車場（上宿自転車駐輪場）：利便性の向上と回遊性を高めるため

平成21年5月

効果発現要因
（総合所見）

1,847百万円

事業名

道路（都市計画道路上宿樽井線）
道路（都市計画道路大池線）
道路（市道大池線）
道路（市道国分尼寺跡アクセス道路）
公園（都市公園（仮）３号公園）
公園（都市公園（仮）４号公園）
高質空間施設（大池景観整備）

なし

国分尼寺跡整備事業、都市公園整備計画事業（住民参加）、交通バリアフリー基本構想策定事業

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

効果発現要因
（総合所見）

区画整理事業や人にやさしいまちづくり事業、防犯灯などの整
備により安全な歩行者空間のネットワークが広がった。

西古瀬川景観整備事業により、良好な親水空間の形成が図ら
れ、歩いて楽しいまちづくりが推進された。

区画整理事業にまちづくり交付金を導入したことにより、宅地化
速度が上がり、住宅建設戸数の増加へ繋がった。また、東海地
方の製造業が好調な時期で、住宅等の購買意欲が強かったこ
と、名古屋への通勤圏である駅周辺地区で立地的条件が良好
な地区であったことなどから、保留地等の販売がスムーズに進
み、住宅建設戸数の大幅な増加に繋がった。

フォローアップ
予定時期

今後も継続して、公園完成後の維持管理について住民を交えた協議を行いまちづくり活動につな
げる。

モニタリング なし

住民参加
プロセス

今後の対応方針等実施内容

土地区画整理事業により創出された都市公園整備に係るワーク
ショップを実施

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

・たびたび市議会でまちづくり交付金のことが取り上げられ、制度の周知が図られたとともに、積極的な利用へとつながった。
・ワークショップの開催により、地域住民の意識が高揚し、住民主体の維持管理体制の構築に繋がっている。
・防犯灯や道路照明灯の設置、学校の防犯カメラの設置により、地域の安全性を高めることができ、地元では防犯ボランティア活動が活発化している。
・地元住民の意見要望を受け、国府駅前広場の「花壇」を整備し、西古瀬川景観整備により「河津桜」を植樹したため、その維持管理など、持続的な住民主体のまちづくり活動へと繋がっている。

その他の
数値指標２

国府駅周辺美化活動に係るまちづくり体制
地域の安全を守る防犯ボランティア活動

持続的なまちづくり
体制の構築

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

 ５）実施過程の評価

その他の
数値指標３

美化活動については、駅前広場完成後、整備された花壇の管理や駅周辺の美化活動を活発化さ
せ、住民主導のまちづくりを推進する。
防犯ボランティア活動については、自主防犯ボランティア団体が組織され、活動が行われているこ
とから、今後も継続して活動が行われやすい環境の形成のための支援を行っていく。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

数　　値

都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値 目標値

その他の
数値指標1

平成21年5月○543 H16 650

指標1

指　標

指標２

住宅建設戸数の増加指標３

○

平成21年5月

親水空間利用エリア（カ
バー率）

％ 0 H16 30 H20

H20 ○

住宅戸数の増加の指標に関係するが、指標及び目標は据え置く。

1年以内の
達成見込み

19

フォローアップ
予定時期

学校防犯・防災対策事業：学校の防犯対策として、防犯カメラの設置のため
安全・安心事業：地区の交通安全及び防犯に資する照明灯などの整備のため
市道大池線バリアフリー化事業：整備方針の再検討により基幹から提案へ切りかえ
事業効果分析調査：まちづくり効果の分析のため

目標
達成度

数　　値

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

安心安全アクセスエリア（カ
バー率）

％ 10 H16 19

H20戸

33

879

 １）事業の実施状況

都市計画道路上宿樽井線：路線計画の内容変更に伴う地元調整の難航のため
都市計画道路大池線：地元調整の難航及び遺跡にかかる関係機関との調整の遅れのため
市道大池線：基幹事業から提案事業への変更
市道国分尼寺跡アクセス道路：都市計画道路上宿樽井線からのアクセス道路のため整備困難
都市公園（仮）３号公園：河川の切りかえが遅れ、期間内の実施が困難なため
都市公園（仮）４号公園：遺跡発掘調査のため、期間内の実施が困難なため
大池景観整備：周辺の造成工事の遅れにより期間内の実施が困難なため

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

都市公園（１箇所）、高質空間形成施設（西古瀬川景観整備整備事業）、土地区画整理事業、人にやさしいまちづくり事業（東西連絡通路、駅前広場）



様式２－２　地区の概要

単位：％ 10 H16 19 H20 19 H20

単位：％ 0 H16 30 H20 33 H20

単位：戸 543 H16 650 H20 879 H20

単位： H H H

単位： H H H

目標値 評価値

豊川西部地区（愛知県豊川市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・観光資源の相互連携強化及び活用
　本地区の玄関口である国府駅及び周辺のバリアフリー化や国分尼寺跡の保存整備や西古瀬川の散策路が整備され、個別施設の改善・魅力の向上が図られた。今後は、それぞれの観光資源等の連携をさらに強化する対策が必要であ
る。また、本地区内及びその周辺にある史跡などの歴史資源を広くPRし、観光客等の誘致を積極的に行う必要がある。
・居住人口の更なる増加
　豊川西部土地区画整理事業により基盤整備が進み、良好な居住環境が形成されてきていることから、さらに居住人口の増加を促進するために、事業を推進し、早期事業完了を目指す必要がある。
・地域の安全性の向上
　居住環境の向上、安全性の向上を図ってきた中で、地域住民が主体となって、地域の安全性の向上に取り組む仕組みや、取り組みに対する支援をおこない、安全なまちづくりを実現する必要がある。
・地域が中心となった継続したまちづくりの実施
　地域の住民が主体となり、西古瀬川の河津桜の維持管理等を行うことにより居住環境の向上を図るとともに、地域コミュニティのさらなる向上を図る必要がある。

まちの課題の変化

・この地区の交通の結節点として中心的な役割を持つ国府駅のバリアフリー化が行われ、高齢者や身障者対応の整備が図れた。
・地区内の観光資源相互を連携する街路等の整備により、人にやさしく、歩きやすい環境が形成され、回遊性の向上が図られ、さらに、西古瀬川景観整備事業により、総延長約２㎞（右岸１㎞、左岸１㎞）の散策路が整備され、河津桜の植
樹やベンチ等の設置により安らぎの空間が形成された。また、河津桜を始めとするこれら施設の維持管理を地元町内会等が中心となって行う体制づくりが構築されつつある。
・街路整備・歩道整備が一体となった豊川西部土地区画整理事業により、道路、公園、水路等の利便性・快適性の高い市街地が形成されつつある。それに合わせて、地区内の各学校に防犯カメラが設置され、また、地元で地域の子ども達
の安全性を確保するための取り組みが推進されている。

歴史と史跡を活かし、安心で安全な人にやさしい、歩いて楽しいまちづくり

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

親水空間利用エリア（カバー率）

安心安全アクセスエリア（カバー率）

住宅建設戸数の増加

0m 200 400 600 800 1000m

■基幹事業（土地区画整理）
○関連事業
豊川西部土地区画整理事業
【まちづくりの基盤整備】

■基幹事業（高質空間）
西古瀬川景観整備事業
【親水空間エリア整備】

□提案事業
○関連事業
国分尼寺跡整備事業
【史跡の整備】

□提案事業
学校防犯・防災対策等事業
中部中学校
【学校の安全性の向上】

□提案事業
学校防犯・防災対策等事業
八南小学校
【学校の安全性の向上】

○関連事業（道路）
上宿樽井線整備事業
【幹線道路整備】

■基幹事業
地域生活基盤施設
(自転車駐車場)上宿駐輪場
【利用者の利便性の向上】

□提案事業
学校防犯・防災対策等事業
西部中学校
【学校の安全性の向上】

□提案事業
交通バリアフリー基本構想策定事業
【安全性の向上】

□提案事業
学校防犯・防災対策等事業
国府小学校
【学校の安全性の向上】

□提案事業
安全・安心事業
【防犯灯の設置】
事業効果分析調査

○関連事業
小中学校防犯メール配信事業
【地域の安全性の向上】

■基幹事業（人まち）
国府駅エレベーター設置事業
国府駅前広場整備事業
【バリアフリーの促進】

□提案事業
市道大池線バリアフリー化事業
【安全性の向上】

■基幹事業
地域生活基盤施設(広場)
八幡町大宝山
【居住環境の向上】

○関連事業（道路）
大池線整備事業
【幹線道路整備】

■基幹事業（公園）
都市公園整備事業
【居住環境の向上】

□提案事業
都市公園整備計画事業
【ワークショップ】

□提案事業
学校防犯・防災対策等事業
御油小学校
【学校の安全性の向上】

土地区画整理
（豊川西部土地区画整理事業）
：区画整理事業により、良好な市街地が
形成され、順調に住宅戸数が増加してい
る。

都市公園整備計画事業（ワークショップ）

：ワークショップを開催し、地域住民の意向を反映させた公園整備を行った。
地域生活基盤施設
本地区のコミュニティの増進と利便性の向上を図るため、広場及び自転
車駐輪場の整備を行った。

安心・安全（防犯灯の設置）や学校防犯等対策事業（防犯カメラの
設置）

西古瀬川景観整備事業と国分尼寺跡整備事業
：「歴史と史跡を活かし、歩いて楽しいまちづくり」を実現するために、西古瀬川の
散策路の整備及び国分尼寺跡の整備を行った。


