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１１１１．．．．数値目標数値目標数値目標数値目標のののの達成状況達成状況達成状況達成状況のののの確認確認確認確認（（（（確定値確定値確定値確定値））））様式様式様式様式4444－－－－①①①①　　　　都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画にににに記載記載記載記載したしたしたした目標目標目標目標をををを定量化定量化定量化定量化するするするする指標指標指標指標のののの確定確定確定確定単位 評価値 目標達成度 理由 改善策の方向性確定 あり見込み ● なし確定 あり見込み ● なし確定 あり見込み ● なし ※全ての指標について記入様式様式様式様式4444－－－－②②②②　　　　そのそのそのその他他他他のののの数値指標数値指標数値指標数値指標のののの確定確定確定確定単位 評価値 達成度 理由 改善策の方向性確定見込み確定見込み確定見込み ※全ての指標について記入※フォローアップの必要のある指標について記入□　改善策はそのまま□　改善策に補強が必要□　新たに改善策をたてるH　　年　月H　　年　月その他の数値指標３その他の数値指標２ □　改善策はそのまま□　改善策に補強が必要□　新たに改善策をたてる確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 総合所見□　改善策はそのまま□　改善策に補強が必要□　新たに改善策をたてるH　　年　月従前値 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟによる確定値 計測時期指標３ 住宅建設戸数の増加 戸 543 ※フォローアップの必要のある指標について記入□　改善策はそのまま□　改善策に補強が必要□　新たに改善策をたてるﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時点での達成度その他の数値指標１
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。□　改善策はそのまま□　改善策に補強が必要□　新たに改善策をたてる 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。879 941 H２１年５月33 33 H２１年５月○指標２ 親水空間利用エリア（カバー率） ％ 0

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-②から転記　※全ての指標について記入
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。確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等□　改善策はそのまま□　改善策に補強が必要□　新たに改善策をたてる事後評価見込み・確定の別 1年以内の達成見込み事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-①から転記　※全ての指標について記入指　標

事後評価 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時点での達成度○○ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟによる確定値19 計測時期H２１年５月 ○指　標 従前値 目標値指標１ 安心安全アクセスエリア（カバー率） ％ 10 30650 1年以内の達成見込み○19 見込み・確定の別19 ○
目標値



２２２２．．．．今後今後今後今後のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり方策方策方策方策のののの検証検証検証検証様式様式様式様式4444－－－－③③③③　「　「　「　「今後今後今後今後のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり方策方策方策方策」」」」のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況
様式様式様式様式4444－－－－④④④④　　　　フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップによりによりによりにより新新新新たにたにたにたに追加追加追加追加がががが考考考考えられるえられるえられるえられる今後今後今後今後のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり方策方策方策方策事後評価シート　添付様式5－③から転記

地域の安全性の向上 街路灯・防犯灯の設置によって地域の居住環境・安全性の向上が図られており、それに伴い地元では防犯ボランティア活動が活発化している。 地域の安全性の向上のため、引き続き街路灯・防犯灯の設置補助、防犯ボランティア活動への支援を行う。街路灯・防犯灯の設置市民活動の推進居住人口の更なる増加・成果を持続させるために行う方策改善策・まちづくりの目標を達成するための改善策・残された課題・新たな課題への対応策・その他　必要な改善策
事後評価シート　添付様式5－③に記載した今後のまちづくり方策（事項）観光資源の相互連携強化及び活用 松並木景観整備事業 国府駅前広場の花壇の維持管理や駅周辺の美化活動、西古瀬川に整備された散策路や河津桜の維持管理をアダプトプログラムによって地域住民が行っており、住民主体のまちづくり活動を通して地域コミュニティが向上してい実施した具体的な内容アダプト・プログラム豊川西部土地区画整理事業 基盤整備が進み、住宅建設戸数の増加につながり、居住人口が増加している。

具体的内容 実施時期
今後の課題　その他特記事項観光資源の相互連携を強化するため、まちづくり交付金二期事業で観光案内板の整備を進めていく必要がある。今後整備していく公園もワークショップにより計画を作成し、公園完成後もアダプトプログラムを利用するなど、住民主体で管理していく体制づくりをし、地域コミュニティのさらなる向上を図っていく。

追加が考えられる今後のまちづくり方策 実施にあたっての課題　その他特記事項
実施した結果まちづくり交付金二期事業で、地域住民が御油の松並木の保存活動を行っており、観光資源活用の基盤が整いつつある。 居住人口の更なる増加を目指し、まちづくり交付金二期事業で土地区画整理事業を推進する。



都市再生整備計画
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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 524 ha平成 16 年度　～ 平成 20 年度 平成 16 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％ 平成１６年度 平成20年度％ 平成１６年度 平成20年度戸 平成１６年度 平成20年度650住宅建設戸数の増加 地区内における住宅戸数 年間２０戸を目標に、地区内の居住人口の増大を図り、まちづくりの輪を拡大させる。 543 19親水空間利用エリア（カバー率） 地区内で、水と親しむことができる（誘致距離１㎞以内）エリア 市民に憩いと安らぎを提供するために、親水空間エリアの創出。 0 30安心安全アクセスエリア（カバー率） 地区内で、歩いて（歩道）史跡をめぐることができるエリア 各施設をめぐる歩行者空間等が不十分なことから、歩行環境の改善を目指す。 10
・現在の名鉄国府駅は、豊川市の西の玄関であり交通拠点の核として立地条件を有しているが、東西連絡通路が階段であるため高齢者や身障者対応のバリアフリー施設（エレベーター等）及び駅前広場の段差を解消する等の整備が望まれている。・本地区は、国分寺跡、国分尼寺跡、舟山古墳等の歴史的な史跡や西古瀬川、大池等の豊かな自然を有した地区である。しかし、個々の施設はそれぞれ目的を掲げて整備を進めているにもかかわらず、まちづくりとして総合的なプランがまとまっていないため相互を連結する街路、歩道等の整備が遅れている。・豊川市総合計画において、個性的で魅力あるまちづくりとして都市計画道路整備事業、豊川西部土地区画整理事業、河川景観事業等、快適でうるおいあるまちづくりとして都市公園整備事業、人にやさしく笑顔あふれるまちづくりとして交通バリアフリー事業、文化の薫る心豊かなまちづくりとして文化財保存整備事業がそれぞれ位置付けられている。・本地区は、本市の地域再生計画と重複する地区であり、本事業は地域再生計画に位置付けのある事業となっている。・本地区は、光と緑に映える豊かなまちをめざして、豊川西部地区の地区計画として位置付指　　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 豊川トヨカワ市シ 豊川トヨカワ西部セイブ 地区チク
・本地区は、名鉄国府駅を中心に、歴史的な資源である史跡と豊かな自然を育む河川や池を有する地域として、住宅地が形成されてきた。しかし、都市基盤整備が未整備のまま市街化が進み、スプロール化の波が拡大しつつあるため、豊川西部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、安全性等の居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、事業も予定どおり進んでいる。また、歴史的資源である史跡（国分尼寺跡）の保存整備事業も文部
計画期間 交付期間 20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



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
・地域住民の安全性、居住性等を確保する事業を推進し、道路、水路等の公共施設の改善と土地利用の効率化を図る土地区画整理事業を行う。また、土地区画整理事業により創出された都市公園をワークショップ形式で、地域住民と一体となって整備を行うことにより、地域の連帯性深めることができる。 都市公園事業（基幹事業、市）都市公園整備計画事業（住民参加）（提案事業）土地区画整理事業（基幹事業、市）土地区画整理事業（関連事業）地域生活基盤事業（基幹事業/八幡大宝山）安全・安心事業(提案事業)○歩いて楽しいまちづくり　本地区にある交通拠点の国府駅、歴史的史跡の国分尼寺跡等、西古瀬川、土地区画整理事業により創出される都市公園等をめぐる街路（上宿樽井線、大池線）、歩道（市道大池線）等を本事業で整備することにより、来街者や地域住民が各施設をめぐる、歩いて楽しい時を刻むことができるとともに、相互のコミュニティの増進を図ることができます。　本事業の交付期間終了後、継続する街路整備事業（都市計画道路上宿樽井線及び大池線）があり、引続き整備して行く予定です。

方針に合致する主要な事業・豊川市長の政策「歩いて楽しいまちづくり」を実現するために、都市計画道路や市道大池線等を整備し、歩道空間を創出することにより、地区の回遊性や相互間のコミュニティを増進させる。・名鉄国府駅のバリアフリー化を実施する際、駅の利用者、地域住民、特に身体障害者、高齢者等の意見を取り入れるために、アンケート調査や意見交換会等の実施など、広く市民に参加してもらう。その結果を基に国府駅の東西連絡通路や駅前広場等のバリアフリー事業を行うことにより、人にやさしいまちづくりを形成する。・文部科学省（文化庁）と連携して国分 人にやさしいまちづくり事業（基幹事業/国府駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、駅前広場整備、市）国分尼寺跡整備事業（提案事業）国分尼寺跡整備事業（関連事業）交通バリアフリー基本構想策定事業（提案事業）地域生活基盤整施設（基幹事業/上宿自転車駐輪場整備事業、市）街路事業（関連事業/上宿樽井線・大池線、市）市道大池線バリアフリー化事業（提案事業）・歩行者の快適性の向上を図るため、水辺に遊歩道を設置し、地域で住民活動が行われている「河津桜（早咲きの桜）」の植樹やベンチ等のストリートファニチユアの設置により、緑と水が奏でる潤いがかもし出す安らぎの空間を創出する。 高質空間形成施設（基幹事業/西古瀬川景観整備、市）・豊川市の将来を担う子どもたちが、安全で安心して学べる学校を目指し、学校の防犯及び防災対策事業を行う。また、近年の通学路を狙った凶悪犯罪等に対応するため、携帯電話メールサービスを利用した情報提供を行い、保護者を始め防犯ボランティア等が迅速に対応できる連絡体制を確立する。 地域創造支援事業（提案事業/学校防犯・防災対策等事業、市）小中学校防犯メール配信事業（関連事業）



交付対象事業等一覧表

（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

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 事業費

道路

公園 豊川市 直 １箇所 Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ１９ Ｈ２０ 149 149 149 0 149

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 豊川市 直 ー Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ１８ Ｈ１９ 252 252 252 0 252

高質空間形成施設 豊川市 直 － Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ１８ Ｈ２０ 121 121 121 0 121

高次都市施設 －

既存建造物活用事業

都市再生交通拠点整備事業

土地区画整理事業 豊川市 直 90.5ha Ｈ１６ Ｈ２０ Ｈ１６ Ｈ２０ 5,732 810 810 0 810

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

人にやさしいまちづくり事業 豊川市 直 ２基 Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ１８ Ｈ２０ 362 362 362 0 362

人にやさしいまちづくり事業 豊川市 直 1,400㎡ Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ１８ Ｈ２０ 98 83 83 0 83

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

6,714 1,777 1,777 0 1,777 …A

提案事業

（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 事業費

豊川市 直 1,363㎡ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１６ Ｈ１７ 39 34 34 0 34

豊川市 直 5校 Ｈ１８ H１８ Ｈ１８ H１８ 9 9 9 0 9

豊川市、各町内会直、間 － Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ１８ Ｈ２０ 5 5 4 1 4

豊川市 直 140ｍ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ 3 3 3 0 3

豊川市 直 ー Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ 2 2 2 0 2

豊川市 直 － Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１７ Ｈ１８ 21 13 13 0 13

豊川市 直 － Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１６ Ｈ１７ 5 5 5 0 5

84 71 70 1 70 …B合計（A+B） 1,847

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

豊川市 文部科学省 1.6ha ○ Ｈ１１ Ｈ１７ 325

豊川市 国土交通省 90.5ha ○ Ｈ７ Ｈ２７ 2,002

道路 3・4・15上宿樽井線 豊川市 － 860ｍ

道路 3・4・106大池線 豊川市 － 570ｍ

防犯対策事業 小中学校防犯メール配信事業豊川市 － 5校 ○ Ｈ１８ Ｈ１８ 1

合計 2,328

交付対象事業費 1,847 交付限度額 738

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

細項目 うち民負担分

都市公園整備事業

国費率 0.4

規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

－

－

－

－

－

豊川西部土地区画整理事業

国府駅東西連絡通路

国府駅前広場

住宅市街地

総合整備

事業

合計

事業 事業箇所名

学校防犯・防災対策等事業 豊川西部地区

安全・安心事業 豊川西部地区

交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

国分尼寺跡整備事業 国分尼寺跡整備

事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間

事業 事業箇所名

まちづくり活

動推進事業

都市公園整備計画事業（住民参加） －交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想策定事業 －

事業期間

全体事業費

国分尼寺跡整備事業 国分尼寺跡整備

事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○）

土地区画整理事業 豊川西部土地区画整理事業

地域創造

支援事業

市道大池線バリアフリー化事業市道大池線事業活用調査 事業効果分析調査 豊川西部地区

合計


