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■変更⼜は廃⽌候補都市計画道路の⾒直し検討 

将来都市計画道路網基本構想において変更⼜は廃⽌候補となった路線（区間）について、「都市
計画道路⾒直し指針（H17.3）」で⽰される地区レベルでの検討を参考に、以下の考え⽅に基づき
変更⼜は廃⽌可能性の検討を⾏う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 市街地環境に関する検討  
・⽂化的・歴史的資源との整

合について検討する 
・地区のまちづくりと整合の

とれた道路のあり⽅（機能
及び構造）について検討す
る 

 機能代替可能性に関する検討 
・現道による機能代替の可能

性について検討する 
・現道による機能代替にとも

なう機能補完の必要性につ
いて検討する

＜検討項目の抽出＞ 

＜都市計画道路の見直し案＞ 

 防災機能に関する検討   
・既成市街地等において、検

討対象路線の機能変更や
廃⽌が及ぼす防災機能上
の影響について検討する 

 交通処理機能に関する検討
・検討対象路線の機能変更や

廃⽌が、周辺道路網に及ぼ
す交通処理上の影響につ
いて検討する 

見直しの考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
区
レ
ベ
ル
で
の
検
討 

 

 
現決定を踏襲 廃⽌ 

ルート、構造の
変更による 

⾒直し 

機能変更による 
⾒直し 

 事業の実現性に関する検討 
・道路構造上の問題点、概算

事業費から、事業の実現性
について検討する 
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■廃⽌・変更候補都市計画道路⾒直し⽅針（案）総括表 
番号 路線名 ⾒直し⽅針 

3･4･15 ⻲⽳線 

・社会情勢の変化により、新たな市街地の拡⼤や⼤規模な⼯業⽤地開発は⾒込まれない。 
・現況道路による⾃動⾞交通処理機能及び防災機能の確保が可能である。 
・当該路線について、新たなまちづくり上の機能付加は想定されない。 
・以上のことから、都市計画道路ネットワークとしての連続性を踏まえ、当該区間を廃⽌検討候補とする。 
・現況道路に歩道はないため、コミュニティバスの乗降や歩⾏者の安全な通⾏のため、必要に応じ歩⾏者空間確保の検討を⾏う必要がある。 

3･4･19 桜町千両線 

・都市計画道路ネットワークとしての連続性と、現況道路による⾃動⾞交通処理機能、防災機能の確保が可能であることを踏まえ、当該区間を廃⽌検討候
補とする。 

・東三河環状線以南については、整備の段階において現況道路に合わせた線形変更を検討する。 
・沿道に⼩学校及びスポーツ公園が⽴地することから、歩⾏者の安全な通⾏のため、現況道路においては必要に応じ歩⾏者空間確保等の交通安全性向上の

検討を⾏う必要がある。 

3･4･24 中通線 ・将来交通需要が⾮常に少なく、近傍の都市計画道路網が機能代替することから当該区間を廃⽌検討候補とする。 
・津波想定区域内を通過する区間があるため、都市計画道路の廃⽌に関わらず津波発⽣時の避難路機能の整備について必要に応じて検討する。 

3･4･30 前⽥豊川線 
・豊川駅及び豊川稲荷周辺の観光地、商業地の補助幹線道路として地元の活性化事業や意向を把握した上で、歩⾏者の安全性や快適性を⾼める道路構造へ

の機能変更も検討する。 
・当該道路の機能変更は、外郭道路の整備進捗も考慮しながら検討する。

3･4･71 古宿樽井線 
・豊川駅及び豊川稲荷周辺の観光地、商業地の補助幹線道路として地元の活性化事業や意向を把握した上で、歩⾏者の安全性や快適性を⾼める道路構造へ

の機能変更も検討する。 
・当該道路の機能変更は、外郭道路の整備進捗も考慮しながら検討する。

3･4･75 前芝国府線 
・並⾏する名豊道路により⾃動⾞交通処理を⾏うことが可能であり、当該区間を廃⽌検討候補とする。 
・⽯巻⾚根線南側は集落が存在することと、津波想定区域内を通過する区間があるため都市計画道路の廃⽌に関わらず、必要に応じ延焼遅延機能や津波発

⽣時の避難路機能の整備について必要に応じて検討する。
3･4･405 愛知御津停⾞場⽇暮線 ・愛知御津駅の歩⾏者⽴体横断施設や駅前広場などの駅周辺整備計画が検討されていることから事業の進捗に合わせ必要性を検討する。 

3･4･408 御⾺上佐脇線 
・将来交通需要が⾮常に少なく、近傍の都市計画道路網が機能代替することから当該区間を廃⽌候補とする。 
・津波想定区域内を通過する区間があるため、都市計画道路の廃⽌に関わらず津波発⽣時の避難路機能の整備について必要に応じて検討する。 

3･4･418 ⻑⼭⼀宮線 ・地区幹線・補助幹線道路並みの将来交通需要であるため、豊川新城線及び豊川⼀宮線の整備進捗に合わせて地区幹線道路としての機能を確保するために
必要な幅員を検討する。 

3･4･420 古宿樽井線 
・対象区間北端において他の都市計画道路に接続しないこと、現況道路による⾃動⾞交通処理機能、防災機能の確保が可能であることを踏まえ、当該区間

を廃⽌候補とする。 
・都市計画道路の廃⽌に関わらず、現況道路の交通安全性の向上等については必要に応じ整備を検討する。

3･5･55 柑⼦三上線 ・現況道路による⾃動⾞交通処理機能、防災機能の確保が可能であることを踏まえ、当該区間を廃⽌検討候補とする。 
・現況道路に歩道はないため、必要に応じ歩⾏者空間確保やコミュニティバス路線としての安全性、利便性向上に向けた検討を⾏う必要がある。

3･5･57 ⼩坂井中条線 
・将来⾃動⾞交通需要から⾒て 2 ⾞線の交通容量を確保または機能代替が可能なことから、旧街道筋に形成された歴史的市街地の特徴を⽣かしながら防災

性の向上に資する補助幹線道路として⽜久保地区で⾏われている密集市街地整備事業において地元の意向などを把握し、歩⾏者の安全性や快適性を⾼め
る道路構造へと機能変更または機能代替を検討する。

3･5･70 平尾線 
・対象区間北端において都市計画道路と接続しないこと、現況道路による⾃動⾞交通処理機能、防災機能の確保が可能であることを踏まえ、当該区間を廃

⽌検討候補とする。 
・未整備区間の現況道路に歩道はないため、必要に応じ歩⾏者空間確保の検討を⾏う必要がある。

3･5･404 前芝⻄⼩坂井線 

・将来⾃動⾞交通需要が⾮常に少なく沿道施設⽴地に伴う歩⾏者需要も少ないため交通処理機能確保の必要性が低く、廃⽌に伴う周辺道路網に及ぼす影響
が⼩さいことを踏まえ、当該区間を廃⽌候補とする。 

・都市計画道路の廃⽌に関わらず、現況道路の交通安全性の向上等については必要に応じ整備を検討する。 
・区間中央部には集落が存在することと、津波想定区域内を通過する区間があるため、都市計画道路の廃⽌に関わらず延焼遅延機能や津波発⽣時の避難路

機能の整備について必要に応じて検討する。
7･6･401 広⽯為当１号線 ・名豊道路の整備に合わせ同調⼯事として⾏われるため、その整備状況を考慮し変更⼜廃⽌を検討する。
7･6･402 広⽯為当２号線 ・名豊道路の整備に合わせ同調⼯事として⾏われるため、その整備状況を考慮し変更⼜廃⽌を検討する。

※着⾊部は市決定路線を⽰す。 
※変更⼜は廃⽌の⽅針とした路線のうち県決定路線については、市による検討を踏まえたうえで、今後、県による検討を⾏う路線として「廃⽌検討候補路線」、「変更⼜は廃⽌検討候補路線」という記載とした。 
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■廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･4･15 亀穴線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 4,240 ｍ 計画幅員 16 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 1,530 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 8 ｍ 現況交通量 26百台/日 将来交通量
（将来フルネット配分)

58～62百台/日

41 件

S15.5.9 新規決定

S17.11.21 起点の短縮、一部幅員変更

S24.3.1 起終点の逆転及び終点の延伸

S40.1.27 起点の短縮

S46.3.31 再編成、起点の延伸

H12.8.18 車線数決定のための一括変更

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更

及び合併に伴う変更

【廃止可能性の検討】
・当初決定は昭和15年であり、当初線引き（市街化区域内外の決定）前における都市計画決定されており、人
口増加及び市街地の拡大局面であったことから、将来における市街地の拡大、自動車交通の増大に備えて
都市計画道路を計画されたものと考えられる。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

過去の決定時における理由等の整理
・幅員８ｍの車線分離された現況道路が存在することから、自動車交通処理及びコミュニティバスの通行機能の確保は可能
である。
・現況道路に歩道はないものの、沿道に歩行者の発生集中する施設が少ないため、歩行者通行機能確保の必要性は低い。

路線の概況（計画決定・変更経緯）

都市計画道路区域内建築物件数

機能代替可能性

・対象区間全体が市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はほとんどみられない。

・整備にあたっては約10億円の事業費を要する。

・現在においては、社会情勢の変化から市街化区域の拡大は想定されず、また、新しい大規模な工業用地開発等の見通しはないことか
ら、当初決定時及び昭和40年時点で将来的なまちづくり上の懸念については終息したものと考えられる。
・また、当該路線沿線における市街地の形成は今後見込まれない。
・当初決定以降、路線改良等が個別に実施されており、当初見込まれた課題については一定の対応がされているものと考えられる。

交通処理機能

事業の実現性

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

将来交通量推計結果による考察

【幹線道路のタイプ】 （市域全体でみた評価）
　Ｃ：豊川市内の各拠点間や各地域間を連絡し、拠点・地域間の円滑な移動を確保す
るとともに、拠点・地域間の交流を促進する連携軸となる幹線道路

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・公共交通支援…③バス交通の定時性・速達性向上が期待できる（バス路線に該
当する路線）

市街地環境

防災機能

社会情勢の変化
からの考察

・現況で2車線の交通処理機能を有しており、見直しによる交通処理上の影響はない。

・幅員８ｍの車線分離された現況道路が存在することから、現況においても延焼遅延、避難路の確保といった防災機能を有
するといえる。

・コミュニティバス路線に該当し、公共交通支援に寄与する。
・まちづくり上の評価は高くないことから、都市計画道路が整備されること
によるまちづくり上の効果は低い。

現状より交通量は増加する予測で
あるが、現況道路の2車線交通容量
以下であることから交通処理上の
問題は発生しない。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価

・社会情勢の変化により、新たな市街地の拡大や大規模な工業用地開発は見込まれない。
・現況道路による自動車交通処理機能及び防災機能の確保が可能である。
・当該路線について、新たなまちづくり上の機能付加は想定されない。
・以上のことから、都市計画道路ネットワークとしての連続性を踏まえ、当該区間を廃止検討候補とする。

・現況道路に歩道がないため、コミュニティバスの乗降や歩行者の安全な通行のため、必要に応じ歩行者空間確保の検討を
行う必要がある。

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

中部 ― ― C ③ ― ― ―

金屋 2 ― C ③ ― ― ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

S40.1.27計画図
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■廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･4･19 桜町千両線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 6,220 ｍ 計画幅員 16 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 2,790 ｍ 整備済延長 410 ｍ 整備率 14.7%

現況道路幅員 12 ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

82～93百台/日

14 件

【廃止可能性の検討】

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

機能代替可能性
・東名高速道路以北では幅員12ｍの現況道路があり、それ以南においても幅員８ｍの車線分離された現況道路が近接して
存在することから、自動車交通処理の代替は可能である。
・現況道路に歩道が存在するものの、そのほとんどが片側歩道となっている。

過去の決定時における理由等の整理
・当初決定は昭和15年であり、当初線引き（市街化区域内外の決定）前における都市計画決定されており、人
口増加及び市街地の拡大局面であったことから、将来における市街地の拡大、自動車交通の増大に備えて
都市計画道路を計画されたものと考えられる。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

・整備にあたっては約12億円の事業費を要する。

防災機能
・幅員12ｍの車線分離された現況道路が存在することから、現況においても延焼遅延、避難路の確保といった防災機能を有
するといえる。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察
・全区間が市街化調整区域内であり、まちづくりに寄与する項目はないこ
とから、都市計画道路が整備されることによるまちづくり上の効果は低
い。

現況道路で将来交通量と同程度の
交通量が処理されており、都市計
画道路としての整備を行わなくても
交通処理上の問題は発生しない。

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・都市計画道路ネットワークとしての連続性と、現況道路による自動車交通処理機能、防災機能の確保が可能であることを
踏まえ、当該区間を廃止検討候補とする。
・東三河環状線以南については、整備の段階において現況道路に合わせた線形変更を検討する。

・沿道に小学校及びスポーツ公園が立地することから、歩行者の安全な通行のため、現況道路においては必要に応じ歩行
者空間確保等の交通安全性向上の検討を行う必要がある。

【幹線道路のタイプ】 （市域全体でみた評価）
　Ｃ：豊川市内の各拠点間や各地域間を連絡し、拠点・地域間の円滑な移動を確保す
るとともに、拠点・地域間の交流を促進する連携軸となる幹線道路

市街地環境
・対象区間全体が市街化調整区域であるが、沿道に千両小学校が立地し、通学路として重要な役割を果たしている。
・東名高速道路との交差部から千両小学校前までの区間は交通安全事業により片側歩道整備済み。

交通処理機能
・現況道路で同程度の交通量が処理されており、都市計画道路としての整備を行わなくても交通処理上の問題は発生しな
い。

社会情勢の変化
からの考察

・現在においては、社会情勢の変化から市街化区域の拡大は想定されず、また、新しい大規模な工業用地開発等の見通しはないことか
ら、当初決定時及び昭和40年時点における将来的なまちづくり上の懸念については終息したものと考えられる。
・また、当該対象区間の沿線における市街地の形成は今後見込まれない。
・当初決定以降、路線改良等が個別に実施されており、当初見込まれた課題については一定の対応がされているものと考えられる。

事業の実現性

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

中部 2 片 C ― ― ― ―

金屋 ― ― C ― ― ― ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

S15.5.9
S24.3.1

S40.1.27
S42.2.9

S46.3.31
S53.8.7
S59.8.1

H3.9.9
H8.12.13

H12.8.18
H22.12.2

4

新規決定
起点の位置及び終点の延伸
統合、起点の短縮及び終点の延伸
ルートの一部変更
再編成
一部幅員の変更(16m→19m)
一部区域及び幅員の変更
(16m→15m)、一部線形の変更(白鳥
町地内)
一部幅員の変更(15m→20m)
都市計画公園の交通処理に対処す
るため、一部幅員の変更
車線数決定のための一括変更
都市計画区域再編に伴う名称変更
及び合併に伴う変更

S40.1.27計画図
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■廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･4･24 中通線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 10,490 ｍ 計画幅員 16 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 1,900 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 5 ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

2～3百台/日

74 件

【廃止可能性の検討】

【幹線道路のタイプ】 （市域全体でみた評価）
　Ｃ：豊川市内の各拠点間や各地域間を連絡し、拠点・地域間の円滑な移動を確保するとともに、拠点・地域間の交流を促進する
連携軸となる幹線道路
　Ｄ：交流人口を創出し、まちのにぎわいを高める都市軸となる幹線道路
【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・安心なまちづくり…④住宅地の外郭を形成し、通過交通の排除により安心安全に暮らせる生活圏の形成に寄与する路線

都市計画道路区域内建築物件数

過去の決定時における理由等の整理

機能代替可能性

・将来交通需要が非常に少なく、近傍の都市計画道路網が機能代替することから当該区間を廃止検討候補とする。

・津波想定区域内を通過する区間があるため、都市計画道路の廃止に関わらず津波発生時の避難路機能の整備について
必要に応じて検討する。

・旧豊川市域分の当初決定は昭和15年であり、当初線引き（市街化区域内外の決定）前に都市計画決定され
ており、人口増加及び市街地の拡大局面であったことから、将来における市街地の拡大、自動車交通の増大
に備えて都市計画道路を計画されたものと考えられる。
・旧小坂井町分の当初決定は昭和36年であるが、都市計画決定の理由としては、これまでの発展過程におい
ては、無統制な市街地や工場の発展による社会的諸問題をみることから、今後の都市発達に合わせて都市
弊害を解決し、文化的、商業的に完備した都市完成を目指すためとなっている。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

・当該地区で発生集中する交通や通過交通は近傍に配置された都市計画道路石巻赤根線、下佐脇豊沢線、御馬上佐脇線
により処理され、これら路線が当該地区の外郭を形成することが可能である。
・沿道に歩行者の発生集中する施設が少ないため、歩行者通行機能確保の必要性は低い。

・対象区間のほとんどが農地であり、延焼遅延機能確保の必要性は低い。
・津波発生時の避難路としての機能が求められる。

交通処理機能
・当該区間を都市計画道路として整備した場合において将来交通量が非常に少なく、都市計画道路としての整備の必要性
は極めて低い。

防災機能

市街地環境 ・対象区間のほとんどが市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はほとんどみられない。

当該区間を都市計画道路として整
備した場合において将来交通量が
非常に少なく、都市計画道路として
の整備の必要性は極めて低い。

・住宅地の外郭を形成する道路として、通過交通の排除により安全安心
に暮らせる生活圏の形成に寄与する。
・まちづくり上の評価は高くないことから、都市計画道路が整備されること
によるまちづくり上の効果は低い。

社会情勢の変化
からの考察

・現在においては、区域区分の設定により、無統制な市街地の拡大は考えられない。
・また、現在においては、社会情勢の変化から市街化区域の拡大は想定されず、また、新しい大規模な工業用地開発等の見通しはないこ
とから、当初決定時及び昭和40年時点における将来的なまちづくり上の懸念については終息したものと考えられる。
・また、当該対象区間の沿線における市街地の形成は今後見込まれない。
・当初決定以降、路線改良等が個別に実施されており、当初見込まれた課題については一定の対応がされているものと考えられる。

路線の概況（計画決定・変更経緯）

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価

事業の実現性 ・跨線部（オーバー）が１箇所存在し、整備にあたっては約29億円の事業費を要する。

将来交通量推計結果による考察

S15.5.9
S24.3.1

S37.10.4

S36.9.25
S40.1.27
S46.3.31

新規決定
統合、起終点の変更
起点及び経過地の名称並びに一部
幅員の変更
追加
統合
再編成、統合

H12.8.18
H16.4.6

H19.2.27
H20.7.22

H22.12.24

車線数決定のための一括変更
豊川新城線の事業化に向け、一宮町地内に
終点を延伸し、豊川新城線に接続
合併に伴う、名称の変更
合併に伴う、名称の変更
都市計画区域再編に伴う名称変更及び合併

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

御津 1 ― C,D ― ― ④ ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

跨線部(ｵｰﾊﾞｰ)

跨線部(ｱﾝﾀﾞｰ)

H12.8.18計画図
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■廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･4･75 前芝国府線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 5,160 ｍ 計画幅員 16 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 5,160 ｍ 整備済延長 900 ｍ 整備率 17.4%

現況道路幅員 9 ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

101～138百台/日

61 件

S36.9.25 3・5・40北村前芝線　新規決定

S40.1.27 3・4・11佐脇原国府線　新規決定

H3.11.25 3・4・81北村佐脇原線　新規決定

H22.12.24 前芝国府線に統合（都市計画区域

再編に伴う名称変更及び合併に伴う変更）

【廃止可能性の検討】
・地域拠点で発生集中する交通や通過交通は近傍に配置された都市計画道路石巻赤根線、下佐脇豊沢線、中通線、名豊
道路により処理され、これら路線が当該地区の外郭を形成することが可能である。
・沿道に歩行者の発生集中する施設が少ないため、歩行者通行機能確保の必要性は低い。
・鉄道駅アクセス機能は、現況道路により確保されている。

・対象区間のほとんどが市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はほとんどみられない。

社会情勢の変化
からの考察

・現在においては、区域区分の設定により、無統制な市街地の拡大は考えられない。
・また、現在においては、社会情勢の変化から市街化区域の拡大は想定されず、また、新しい大規模な工業用地開発等の見通しはないこ
とから、当初決定時及び昭和40年時点における将来的なまちづくり上の懸念については終息したものと考えられる。
・また、当該対象区間の沿線における市街地の形成は今後見込まれない。
・当初決定以降、名豊道路が都市計画決定されており、通過交通需要は当該路線への転嫁が可能である。

市街地環境

機能代替可能性

【幹線道路のタイプ】 （市域全体でみた評価）
　Ｃ：豊川市内の各拠点間や各地域間を連絡し、拠点・地域間の円滑な移動を確保するとともに、拠点・地域間の交流を促進する連携軸となる幹
線道路

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・公共交通支援… ②鉄道駅アクセスの時間短縮効果が期待できる（鉄道駅直結路線に鉄道駅から半径500m以内で交差する路線）
　　　　　　　　　　　　 ③バス交通の定時性・速達性向上が期待できる（バス路線に該当する路線）
　・拠点形成…・・・・②中心拠点又は地域拠点の外郭を形成し、通過交通の排除により拠点内の快適な歩行者空間の確保に寄与する路線
　・安心なまちづくり…⑤鉄道駅から半径500ｍ以内に位置し、駅への歩行者、自転車の安全なアクセス確保に寄与する路線

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・並行する名豊道路により自動車交通処理を行うことが可能であり、当該区間を廃止検討候補とする。

・石巻赤根線南側は集落が存在することと、津波想定区域内を通過する区間があるため都市計画道路の廃止に関わらず、
必要に応じ延焼遅延機能や津波発生時の避難路機能の整備について必要に応じて検討する。

防災機能
・対象区間の石巻赤根線北側はほとんどが農地であり、延焼遅延機能確保の必要性は低い。
・石巻赤根線南側は集落が存在するため、延焼遅延機能や津波発生時の避難路としての機能が求められる。

交通処理機能
・将来交通量は並行して配置された名豊道路により処理可能な交通需要であり、当該路線を名豊道路に加えて整備する必
要性はない。

事業の実現性 ・跨線部（オーバー）が１箇所、渡河部が１箇所存在し、整備にあたっては約59億円の事業費を要する。

鉄道駅へのアクセス路線として公共交通支援に寄与するとともに、地域
拠点の外郭を形成する道路として、通過交通の排除により拠点内の快
適な歩行空間の確保に寄与する。

将来交通量による交通需要は並行
して配置された名豊道路により処理
可能な交通需要であり、当該路線
を名豊道路に加えて整備する必要
性はない。

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

過去の決定時における理由等の整理
・当初決定は昭和36年であるが、都市計画決定の理由としては、これまでの発展過程においては、無統制な
市街地や工場の発展による社会的諸問題をみることから、今後の都市発達に合わせて都市弊害を解決し、文
化的、商業的に完備した都市完成を目指すためとなっている。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

西部 2 ― C ③ ― ― ―

御津 2 ― C ② ― ⑤ ―

小坂井 1 ― C ― ② ⑤ ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

跨線部(ｵｰﾊﾞｰ)

跨線部(ｱﾝﾀﾞｰ)S36.9.25計画図
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■廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3・4・408 御馬上佐脇線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 2,760 ｍ 計画幅員 16 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 1,960 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 5 ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

5～10百台/日

23 件

S36.2.8 新規決定

S42.2.9 終点側延長短縮

S46.3.31 再編成、番号の変更

H12.8.18 車線数の決定、番号の変更

H20.2.29 市町村合併に伴い、豊川市決定に変更

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更及び合併に伴う変更

【廃止可能性の検討】

・対象区間のほとんどが市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はみられない。
・都市計画道路石巻赤根線以南の一部は区域区分の境界となっているが、現況道路があるため支障はない。

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・将来交通需要が非常に少なく、近傍の都市計画道路網が機能代替することから当該区間を廃止候補とする。

・津波想定区域内を通過する区間があるため、都市計画道路の廃止に関わらず津波発生時の避難路機能の整備について
必要に応じて検討する。

防災機能
・対象区間のほとんどが農地であり、延焼遅延機能確保の必要性は低い。
・津波発生時の避難路としての機能は求められる。

事業の実現性 ・整備にあたっては約23億円の事業費を要する。

交通処理機能
・当該区間を都市計画道路として整備した場合において将来交通量が非常に少なく、都市計画道路としての整備の必要性
は極めて低い。

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・拠点形成…・・・・②中心拠点又は地域拠点の外郭を形成し、通過交通の排除によ
り拠点内の快適な歩行者空間の確保に寄与する路線

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

機能代替可能性
・当該地区で発生集中する交通や通過交通は近傍に配置された都市計画道路石巻赤根線、下佐脇豊沢線、御馬上佐脇線
（整備区間）、東三河環状線により処理され、これら路線が当該地区の外郭を形成することが可能である。
・沿道に歩行者の発生集中する施設が少ないため、歩行者通行機能確保の必要性は低い。

社会情勢の変化
からの考察

・現在においては、区域区分の設定により、無統制な市街地の拡大は考えられない。
・また、現在においては、社会情勢の変化から市街化区域の拡大は想定されず、また、新しい大規模な工業用地開発等の見通しはないこ
とから、当初決定時及び昭和40年時点における将来的なまちづくり上の懸念については終息したものと考えられる。
・また、当該対象区間の沿線における市街地の形成は今後見込まれない。

市街地環境

過去の決定時における理由等の整理
・当初決定は昭和36年であるが、都市計画決定の理由としては、同日に旧小坂井町で決定された路線におい
て、これまでの発展過程においては、無統制な市街地や工場の発展による社会的諸問題をみることから、今
後の都市発達に合わせて都市弊害を解決し、文化的、商業的に完備した都市完成を目指すためとされている
ことから同様の理由によるものと考えられる。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察
・地域拠点の外郭を形成する道路として、通過交通の排除により拠点内
の快適な歩行空間の確保に寄与する。
・まちづくり上の評価は高くないことから、都市計画道路が整備されること
によるまちづくり上の効果は低い。

当該区間を都市計画道路として整
備した場合において将来交通量が
非常に少なく、都市計画道路として
の整備の必要性は極めて低い。

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

御津 1 ― ― ― ② ― ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

跨線部(ｵｰﾊﾞｰ)

跨線部(ｱﾝﾀﾞｰ)

H12.8.18計画図
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■廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･4･420 古宿樽井線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 1,660 ｍ 計画幅員 16 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 830 ｍ 整備済延長 330 ｍ 整備率 39.8%

現況道路幅員 8 ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

61百台/日

4 件

S15.5.9 新規決定

S24.3.1 起終点の逆転及び終点の延伸

S40.1.27 統合、起終点の変更

S46.3.31 再編成

H12.8.18 車線数決定のための一括変更

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更

及び合併に伴う変更

【廃止可能性の検討】

機能代替可能性
・幅員８ｍの車線分離された現況道路の拡幅整備であることから、自動車交通処理の機能はすでに確保されている。
・現況道路に歩道はないものの、沿道に歩行者の発生集中する施設が少ないため、歩行者通行機能確保の必要性は低い。

市街地環境 ・対象区間全体が市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はみられない。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察
防災機能

・幅員８ｍの車線分離された現況道路が存在することから、現況においても延焼遅延、避難路の確保といった防災機能を有
するといえる。

【幹線道路のタイプ】 （市域全体でみた評価）
　Ｃ：豊川市内の各拠点間や各地域間を連絡し、拠点・地域間の円滑な移動を確保す
るとともに、拠点・地域間の交流を促進する連携軸となる幹線道路

社会情勢の変化
からの考察

・現在においては、社会情勢の変化から市街化区域の拡大は想定されず、また、新しい大規模な工業用地開発等の見通しはないことか
ら、当初決定時及び昭和40年時点における将来的なまちづくり上の懸念については終息したものと考えられる。
・また、当該対象区間の沿線における市街地の形成は今後見込まれない。
・当初決定以降、路線改良等が個別に実施されており、当初見込まれた課題については一定の対応がされているものと考えられる。

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・対象区間北端において他の都市計画道路に接続しないこと、現況道路による自動車交通処理機能、防災機能の確保が可
能であることを踏まえ、当該区間を廃止候補とする。

・都市計画道路の廃止に関わらず、現況道路の交通安全性の向上等については必要に応じ整備を検討する。

・整備にあたっては約5億円の事業費を要する。

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

過去の決定時における理由等の整理
・当初決定は昭和15年であり、当初線引き（市街化区域内外の決定）前に都市計画決定されており、人口増加
及び市街地の拡大局面であったことから、将来における市街地の拡大、自動車交通の増大に備えて都市計
画道路を計画されたものと考えられる。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

全区間が市街化調整区域内であり、まちづくりに寄与する項目はないこ
とから、都市計画道路が整備されることによるまちづくり上の効果は低
い。

将来交通量は現況道路の2車線交
通容量以下であることから交通処
理上の問題は発生しない。

交通処理機能 ・現況で2車線の交通処理機能を有しており、見直しによる交通処理上の影響はない。

事業の実現性

S40.1.27計画図

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

金屋 2 ― C ― ― ― ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与
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■廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･5･55 柑子三上線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 2,770 ｍ 計画幅員 12 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 2,770 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 7 ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

4～41百台/日

18 件

S40.1.27 新規決定

S43.4.16 ルート変更

S46.9.3 再編成、番号の変更

S54.3.23 市決定の廃止、終点の短縮、

環状線との交差点拡幅

H12.8.18 車線数決定のための一括変更

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更

及び合併に伴う変更

【廃止可能性の検討】

機能代替可能性
・幅員７ｍの車線分離された現況道路が存在することから、自動車交通処理及びコミュニティバスの通行機能の確保は可能
である。
・現況道路に歩道はないものの、沿道に歩行者の発生集中する施設が少ないため、歩行者通行機能確保の必要性は低い。

市街地環境 ・対象区間全体が市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はほとんどみられない。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察
防災機能

・幅員７ｍの車線分離された現況道路が存在することから、現況においても延焼遅延、避難路の確保といった防災機能を有
するといえる。

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・公共交通支援…③バス交通の定時性・速達性向上が期待できる（バス路線に該
当する路線）

社会情勢の変化
からの考察

・現在においては、社会情勢の変化から市街化区域の拡大は想定されず、また、新しい大規模な工業用地開発等の見通しはないことか
ら、当初決定時での将来的なまちづくり上の懸念については終息したものと考えられる。
・また、当該対象区間の沿線における市街地の形成は今後見込まれない。

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・現況道路による自動車交通処理機能、防災機能の確保が可能であることを踏まえ、当該区間を廃止検討候補とする。

・現況道路に歩道はないため、必要に応じ歩行者空間確保やコミュニティバス路線としての安全性、利便性向上に向けた検
討を行う必要がある。

・整備にあたっては約15億円の事業費を要する。

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

過去の決定時における理由等の整理
当初決定である昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新しい工業地帯の
開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

・コミュニティバス路線に該当し、公共交通支援に寄与する。
・まちづくり上の評価は高くないことから、都市計画道路が整備されること
によるまちづくり上の効果は低い。

将来交通量は現況道路の2車線交
通容量以下であることから交通処
理上の問題は発生しない。

交通処理機能 ・現況道路の2車線交通容量以下であることから交通処理上の問題は発生しない。

事業の実現性

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

南部 2 ― ― ③ ― ― ―

東部 2 ― ― ③ ― ― ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

S43.4.16計画図
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■廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3・5・70 平尾線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 2,830 ｍ 計画幅員 12 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 1,410 ｍ 整備済延長 1,090 ｍ 整備率 77.3%

現況道路幅員 9 ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

63百台/日

0 件

S40.1.27 追加

S46.9.3 再編成、ルート一部変更

S59.12.19 大池線との交点の幅員変更（12m→16m）

H12.8.18 車線数決定のための一括変更

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更

及び合併に伴う変更

【廃止可能性の検討】

機能代替可能性
・幅員９ｍの車線分離された現況道路が存在することから、自動車交通処理及びコミュニティバスの通行機能の確保は可能
である。
・現況道路に歩道はないものの、沿道に歩行者の発生集中する施設が少ないため、歩行者通行機能確保の必要性は低い。

市街地環境 ・対象区間全体が市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はほとんどみられない。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察
防災機能

・幅員９ｍの車線分離された現況道路が存在することから、現況においても延焼遅延、避難路の確保といった防災機能を有
するといえる。

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・公共交通支援…③バス交通の定時性・速達性向上が期待できる（バス路線に該
当する路線）

社会情勢の変化
からの考察

・現在においては、社会情勢の変化から市街化区域の拡大は想定されず、また、新しい大規模な工業用地開発等の見通しはないことか
ら、当初決定時での将来的なまちづくり上の懸念については終息したものと考えられる。
・また、当該対象区間の沿線における市街地の形成は今後見込まれない。
・当初決定以降、路線改良等が個別に実施されており、当初見込まれた課題については一定の対応がされているものと考えられる。

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・対象区間北端において都市計画道路と接続しないこと、現況道路による自動車交通処理機能、防災機能の確保が可能で
あることを踏まえ、当該区間を廃止検討候補とする。

・未整備区間の現況道路に歩道はないため、必要に応じ歩行者空間確保の検討を行う必要がある。

・整備にあたっては約2億円の事業費を要する。

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

過去の決定時における理由等の整理
当初決定である昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新しい工業地帯の
開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

全区間が市街化調整区域内であるためまちづくりに寄与する項目はない
ことから、都市計画道路が整備されることによるまちづくり上の効果は低
い。

将来交通量は現況道路の2車線交
通容量以下であることから交通処
理上の問題は発生しない。

交通処理機能 ・現況道路の2車線交通容量以下であることから交通処理上の問題は発生しない。

事業の実現性

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

南部 2 ― ― ③ ― ― ―

東部 2 ― ― ③ ― ― ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

S59.12.19計画図
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■廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3・5・404 前芝西小坂井線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 1,840 ｍ 計画幅員 12 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 1,380 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 5 ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

6～14百台/日

32 件

S36.9.25 追加

S40.1.27 番号の変更

S46.9.3 再編成、番号・路線名の変更

H12.8.18 番号の変更、車線の決定

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更及び合併に伴う変更

【廃止可能性の検討】

機能代替可能性
・車線分離された現況道路は存在しないものの交通需要が非常に少ないことから、自動車交通処理機能確保の必要性は低
い。
・沿道に歩行者の発生集中する施設が少ないため、歩行者通行機能確保の必要性は低い。

市街地環境 ・対象区間全体が市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はほとんどみられない。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察
防災機能

・対象区間の多くは農地であるが、区間中央部には集落が存在するため、延焼遅延機能や津波発生時の避難路としての機
能は求められる。

社会情勢の変化
からの考察

・現在においては、区域区分の設定により、無統制な市街地の拡大は考えられない。
・また、現在においては、社会情勢の変化から市街化区域の拡大は想定されず、また、新しい大規模な工業用地開発等の見通しはないこ
とから、当初決定時及び昭和40年時点における将来的なまちづくり上の懸念については終息したものと考えられる。
・また、当該対象区間の沿線における市街地の形成は今後見込まれない。

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・将来自動車交通需要が非常に少なく沿道施設立地に伴う歩行者需要も少ないため交通処理機能確保の必要性が低く、廃
止に伴う周辺道路網に及ぼす影響が小さいことを踏まえ、当該区間を廃止候補とする。
・都市計画道路の廃止に関わらず、現況道路の交通安全性の向上等については必要に応じ整備を検討する。
・区間中央部には集落が存在することと、津波想定区域内を通過する区間があるため、都市計画道路の廃止に関わらず延
焼遅延機能や津波発生時の避難路機能の整備について必要に応じて検討する。

・整備にあたっては約9億円の事業費を要する。

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

過去の決定時における理由等の整理
・当初決定は昭和36年であるが、都市計画決定の理由としては、これまでの発展過程においては、無統制な
市街地や工場の発展による社会的諸問題をみることから、今後の都市発達に合わせて都市弊害を解決し、文
化的、商業的に完備した都市完成を目指すためとなっている。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

全区間が市街化調整区域内であるためまちづくりに寄与する項目はない
ことから、都市計画道路が整備されることによるまちづくり上の効果は低
い。

当該区間を都市計画道路として整
備した場合において将来交通量が
非常に少なく、都市計画道路として
の整備の必要性は極めて低い。 交通処理機能

当該区間を都市計画道路として整備した場合において将来交通量が非常に少なく、都市計画道路としての整備の必要性は
極めて低い。

事業の実現性

S36.9.25決定図面

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

小坂井 1 ― ― ― ― ― ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与
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■変更又は廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･4･30 前田豊川線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 4,040 ｍ 計画幅員 24 ｍ 計画車線数 4 車線

対象区間延長 500 ｍ 整備済延長 210 ｍ 整備率 42.0%

現況道路幅員 22 ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

17～56百台/日

1 件

S15.5.9 新規決定

S17.11.21 終点の短縮

S24.3.1 一部ルート上を通り全面的な変更、起点の短縮及び終点の延長

S40.1.27 統合し、一部幅員の変更

S46.3.31 再編成、起終点の逆転及び一部幅員変更

H12.8.18 車線数決定のための一括変更

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更及び合併に伴う変更

【機能変更可能性の検討】

路線の概況（計画決定・変更経緯）

都市計画道路区域内建築物件数

機能代替可能性

過去の決定時における理由等の整理
・現況及び将来交通需要ともに、２車線の交通容量を確保すれば交通処理可能であるとともに、鉄道駅アクセス機能、バス
通行機能、拠点形成機能、観光交通処理機能の確保も可能であり、当該道路を補助幹線道路に機能変更することは可能で
ある。

社会情勢の変化
からの考察

姫街道線、亀穴線、豊川牧野線、古宿樽井線とともに、当該路線が位置
する地区の土地利用のあり方に留意して別途詳細検討を実施する路線
との位置づけである。

現況及び将来交通需要ともに、２車
線の交通容量で十分処理可能な交
通量となっている。

【幹線道路のタイプ】 （市域全体でみた評価）
　Ｂ：隣接する都市間を連絡し、都市間の円滑な移動を確保するとともに、都市間の交流を促進する連携軸となる幹線道路

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・公共交通支援…①鉄道駅アクセスの時間短縮効果が期待できる（鉄道駅への直結路線）
　　　　　　　　　　　　 ③バス交通の定時性・速達性向上が期待できる（バス路線に該当する路線）
　・拠点形成…・・・・①中心拠点又は地域拠点に直結する路線又は拠点内に存する路線
　・安心なまちづくり…⑤鉄道駅から半径500ｍ以内に位置し、駅への歩行者、自転車の安全なアクセス確保に寄与する路線
　・活力あるまちづくり…①広域的な観光交通処理が期待できる（まちづくり資源から100ｍ以内に位置する路線）

将来交通量推計結果による考察

・当初決定は昭和15年であり、当初線引き（市街化区域内外の決定）前に都市計画決定されており、人口増加
及び市街地の拡大局面であったことから、将来における市街地の拡大、自動車交通の増大に備えて都市計
画道路を計画されたものと考えられる。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

交通処理機能

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価

事業の実現性

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・現況及び将来交通需要ともに、２車線の交通容量を確保すれば交通処理は可能である。

・幅員22ｍの現況道路が存在することから、現況においても延焼遅延、避難路の確保といった防災機能を有するといえる。

・当該路線の位置する地区は豊川市の中心市街地であるとともに、本市 大の観光資源である豊川稲荷が存する。道路沿
道には商店街が形成されている。

・豊川駅及び豊川稲荷周辺の観光地、商業地の補助幹線道路として地元の活性化事業や意向を把握した上で、歩行者の
安全性や快適性を高める道路構造への機能変更も検討する。

・当該道路の機能変更は、外郭道路の整備進捗も考慮しながら検討する。

・整備にあたっては約1億円の事業費を要する。ただし、補助幹線道路への機能変更に合わせて計画幅員を現況道路の幅
員まで縮小すれば拡幅に要する事業費は必要としない。

・当該区間については、用途地域の当初指定時において商業地域が指定されているが、現在においても商業地域に指定されており、ま
た、現在の上位計画においても引き続き駅周辺のまちづくりを推進する地域に存する。
・豊川稲荷周辺において、地域主導によるまちづくりが進展している。

市街地環境

防災機能

対象区間

S40.1.27計画図

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

東部 4 両 B ①③ ① ⑤ ①

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与
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■変更又は廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･4･71 古宿樽井線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 1,420 ｍ 計画幅員 16 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 220 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 8 ｍ 現況交通量 177 百台/日 将来交通量
（将来フルネット配分)

111～116百台/日

19 件

S15.5.9 新規決定

S24.3.1 起点の位置及び終点の延伸

S40.1.27 統合、起点の短縮及び終点の延伸

S42.2.9 ルートの一部変更

S46.3.31 再編成

H12.8.18 車線数決定のための一括変更

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更

及び合併に伴う変更

【機能変更可能性の検討】

市街地環境
・当該路線の位置する地区は豊川市の中心市街地であるとともに、本市 大の観光資源である豊川稲荷が存する。道路沿
道には商店街が形成されている。

【幹線道路のタイプ】 （市域全体でみた評価）
　Ｃ：豊川市内の各拠点間や各地域間を連絡し、拠点・地域間の円滑な移動を確保するとともに、拠点・地域間の交流を促進する連携軸となる幹
線道路

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・公共交通支援…②鉄道駅アクセスの時間短縮効果が期待できる（鉄道駅直結路線に鉄道駅から半径500m以内で交差する路線）
　　　　　　　　　　　　 ③バス交通の定時性・速達性向上が期待できる（バス路線に該当する路線）
　・拠点形成…・・・・①中心拠点又は地域拠点に直結する路線又は拠点内に存する路線
　・安心なまちづくり…③延焼遅延、避難路の確保といった防災性の向上が期待できる（密集市街地危険度評価３以上の区間に該当する路線）
                            ④住宅地の外郭を形成し、通過交通の排除により安心安全に暮らせる生活圏の形成に寄与する路線
　　　　　　　　　　　　　　⑤鉄道駅から半径500ｍ以内に位置し、駅への歩行者、自転車の安全なアクセス確保に寄与する路線
　・活力あるまちづくり…①広域的な観光交通処理が期待できる（まちづくり資源から100ｍ以内に位置する路線）

社会情勢の変化
からの考察

・当該区間については、用途地域の当初指定時において商業地域が指定されているが、現在においても商業地域に指定されており、ま
た、現在の上位計画においても引き続き駅周辺のまちづくりを推進する地域に存する。
・豊川稲荷周辺において、地域主導によるまちづくりが進展している。

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・豊川駅及び豊川稲荷周辺の観光地、商業地の補助幹線道路として地元の活性化事業や意向を把握した上で、歩行者の
安全性や快適性を高める道路構造への機能変更も検討する。

・当該道路の機能変更は、外郭道路の整備進捗も考慮しながら検討する。

事業の実現性
・整備にあたっては約3億円の事業費を要する。ただし、補助幹線道路への機能変更に合わせて計画幅員を現況道路の幅
員まで縮小すれば拡幅に要する事業費は必要としない。

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

過去の決定時における理由等の整理
・当初決定は昭和15年であり、当初線引き（市街化区域内外の決定）前に都市計画決定されており、人口増加
及び市街地の拡大局面であったことから、将来における市街地の拡大、自動車交通の増大に備えて都市計
画道路を計画されたものと考えられる。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

機能代替可能性

・補助幹線道路としては多くの将来交通需要が見込まれるため、外郭道路の整備やソフト施策による交通量削減の検討が
必要である。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察
防災機能 ・幅員8ｍの現況道路が存在することから、現況においても延焼遅延といった防災機能をある程度有するといえる。姫街道線、亀穴線、豊川牧野線、古宿樽井線とともに、当該路線が位置

する地区の土地利用のあり方に留意して別途詳細検討を実施する路線
との位置づけである。

将来交通量は1万台/日を超えてお
り、補助幹線道路としては多くの将
来交通需要が見込まれる。

交通処理機能

・補助幹線道路としては多くの将来交通需要が見込まれるため、外郭道路の整備やソフト施策による交通量削減により道路
機能の変更も可能である。
・道路機能を変更した場合においても、鉄道駅アクセス機能、バス通行機能、拠点形成機能、観光交通処理機能の確保は
可能である。

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

東部 2 ― C ②③ ① ③④⑤ ①

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

S40.1.27計画図
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■変更又は廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･4･405 愛知御津停車場日暮線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 230 ｍ 計画幅員 16 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 230 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 6 ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

45～47百台/日

9 件

S36.2.8 新規決定

S42.2.9 環状線のルート変更に伴い終点側延長短縮

S46.3.31 再編成、番号の変更

H12.8.18 車線数の決定、番号の変更

H20.2.29 市町村合併に伴い、豊川市決定に変更

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更及び合併に伴う変更

【機能変更可能性の検討】

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・公共交通支援…①鉄道駅アクセスの時間短縮効果が期待できる（鉄道駅への直結路線）
　・拠点形成…・・・・①中心拠点又は地域拠点に直結する路線又は拠点内に存する路線
　・安心なまちづくり…③延焼遅延、避難路の確保といった防災性の向上が期待できる（密集市街地危険度評価３以上の区間に
該当する路線）
   ⑤鉄道駅から半径500ｍ以内に位置し、駅への歩行者、自転車の安全なアクセス確保に寄与する路線

社会情勢の変化
からの考察

・当該区間については、用途地域の当初指定時において商業地域が指定されているが、現在においても商業地域に指定されており、ま
た、現在の上位計画においても引き続き駅周辺のまちづくりを推進する地域に存する。
・都市計画決定済みの御津為当線、松本入浜線（各駅前広場）に加え、鉄道の立体横断施設の整備に向け事業化が検討されている。

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・愛知御津駅の歩行者立体横断施設や駅前広場などの駅周辺整備計画が検討されていることから事業の進捗に合わせ必
要性を検討する。

愛知御津駅の歩行者立体横断施設等の検討整備に合わせて変更又は
廃止を検討

事業の実現性 ・整備にあたっては約4億円の事業費を要する。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察

防災機能 ・密集市街地整備事業で災害危険度の著しく高い地区と判定されており、防災機能向上の道路整備が求められている。

交通処理機能 ・将来交通量は、2車線の交通容量を確保すれば交通処理可能である。将来交通量は、地区幹線・補助幹
線道路並みの交通需要となってい
る。

市街地環境 ・ＪＲ愛知御津駅周辺は地域住民の生活を支える地域拠点として位置づけられている。

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

過去の決定時における理由等の整理

機能代替可能性
・将来交通量は、地区幹線・補助幹線道路並みの交通需要であるため、道路構造も地区道路としての機能が確保されれば
よく、鉄道駅アクセス機能、拠点形成機能の確保も可能である。

・当初決定は昭和36年であるが、都市計画決定の理由としては、同日に旧小坂井町で決定された路線におい
て、これまでの発展過程においては、無統制な市街地や工場の発展による社会的諸問題をみることから、今
後の都市発達に合わせて都市弊害を解決し、文化的、商業的に完備した都市完成を目指すためとされている
ことから同様の理由によるものと考えられる。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

御津 1 ― ― ① ① ③⑤ ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

跨線部(ｵｰﾊﾞｰ)

跨線部(ｱﾝﾀﾞｰ)

H12.8.18計画図
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■変更又は廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･4･418 長山一宮線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 1,290 ｍ 計画幅員 16 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 1,290 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 （一部）12ｍ 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

30～41百台/日

16 件

S53.8.7 新規決定

S57.7.26 一部線形、終点位置の変更

H8.12.13 一部線形、幅員、終点位置の変更、

終点字名の変更

H12.8.18 平成10年11月に改正された都市計画法

施行令に基づき、決定権者を変更

H19.2.27 合併に伴う、名称変更

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更

及び合併に伴う変更

【機能変更可能性の検討】

・市街化区域内では幅員12ｍの車線分離された現況道路が存在することから、現況においても延焼遅延、避難路の確保と
いった防災機能を有するといえる。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察

交通処理機能 ・将来交通量から、2車線の交通容量が確保されればよい。

事業の実現性 ・整備にあたっては約39億円の事業費を要する。

将来交通量推計の検討を優先し、交通需要が少ない場合は現道の状況
を考慮した上で変更または廃止候補とする。

社会情勢の変化
からの考察

・路線東側に存する市街化区域においては、土地区画整理事業が施行され、良好な市街地形成が成されている。
・市街化調整区域内において、新たな市街地を形成する見込みはない。

将来交通量は、地区幹線・補助幹
線道路並みの交通需要となってい
る。

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・公共交通支援…②鉄道駅アクセスの時間短縮効果が期待できる（鉄道駅直結路線に鉄道駅から半径500m以内で交差する
路線）
　・拠点形成…・・・・②中心拠点又は地域拠点の外郭を形成し、通過交通の排除により拠点内の快適な歩行者空間の確保に寄
与する路線
　・安心なまちづくり…③延焼遅延、避難路の確保といった防災性の向上が期待できる（密集市街地危険度評価３以上の区間に
該当する路線）
　⑤鉄道駅から半径500ｍ以内に位置し、駅への歩行者、自転車の安全なアクセス確保に寄与する路線

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

・地区幹線・補助幹線道路並みの将来交通需要であるため、豊川新城線及び豊川一宮線の整備進捗に合わせて地区幹線
道路としての機能を確保するために必要な幅員を検討する。

防災機能

市街地環境 ・対象区間大半が市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はほとんどみられない。

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

過去の決定時における理由等の整理

機能代替可能性
・将来交通量から、地区幹線・補助幹線道路並みの交通需要であるため道路構造も地区道路としての機能が確保されれば
よく、鉄道駅アクセス機能の確保も可能である。
・近傍に配置された豊川新城線、豊川一宮線により、地域拠点の外郭を形成することが可能である。

・当初決定は昭和５３年であるが、都市計画決定の理由としては、良好な市街地整備をすすめ、土地の有効
利用を図るとともに、交通の円滑かつ安全な処理を図るため、とされている。
・また、豊川新城線の幅員変更とともに新規決定されたものである。

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

一宮 ― ― ― ② ② ③⑤ ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

跨線部(ｵｰﾊﾞｰ)

跨線部(ｱﾝﾀﾞｰ)

S57.7.26計画図
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■変更又は廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 3･5･57 小坂井中条線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 4,850 ｍ 計画幅員 12 ｍ 計画車線数 2 車線

対象区間延長 2,100 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 6 ｍ 現況交通量 114 百台/日 将来交通量
（将来フルネット配分)

32～56百台/日

152 件

S15.5.9 新規決定

S24.3.1 起点の延伸

S36.9.25 追加

S46.3.31 再編成、番号の変更

H12.8.18 車線数決定のための一括変更

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更及び合併に伴う変更

【機能変更可能性の検討】

・将来自動車交通需要から見て2車線の交通容量を確保または機能代替が可能なことから、旧街道筋に形成された歴史的
市街地の特徴を生かしながら防災性の向上に資する補助幹線道路として牛久保地区で行われている密集市街地整備事業
において地元の意向などを把握し、歩行者の安全性や快適性を高める道路構造へと機能変更または機能代替を検討する。

社会情勢の変化
からの考察

・当該区間については、用途地域の当初指定時において商業地域が指定されているが、現在においても商業地域に指定されており、ま
た、現在の上位計画においても引き続き駅周辺のまちづくりを推進する地域に存する。
・しかしながら、実態として住居系の建築物の立地が進展していることから、従来のまちづくりの方向性とは異なる市街地形成が進んでい
る可能性がある。

市街地環境
・当該道路沿道は豊川市の中でももっとも古くに形成された市街地（集落地）であり、ＪＲ飯田線牛久保駅近傍には商店街が
形成されているが、沿道の過半は住宅地となっている。

交通処理機能
・将来交通需要より２車線での交通処理が可能であるであるとともに、当該区間を廃止した場合においても前芝豊川線、伊
奈美和通線による交通処理が可能である。

事業の実現性
・整備にあたっては約21億円の事業費を要する。ただし、補助幹線道路への機能変更や機能代替に合わせて計画幅員を縮
小すれば拡幅に要する事業費は削減される。

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

機能代替可能性
・当該地区内及び周辺を通過する交通を処理する前芝豊川線、伊奈美和通線により、機能代替及び当該道路の機能変更
は可能であるとともに、鉄道駅アクセス機能、バス通行機能、拠点形成機能、観光交通処理機能の確保も可能である。

【幹線道路のタイプ】 （市域全体でみた評価）
　Ｃ：豊川市内の各拠点間や各地域間を連絡し、拠点・地域間の円滑な移動を確保するとともに、拠点・地域間の交流を促進する連携軸となる幹
線道路

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・公共交通支援…②鉄道駅アクセスの時間短縮効果が期待できる（鉄道駅直結路線に鉄道駅から半径500m以内で交差する路線）
　　　　　　　　　　　　 ③バス交通の定時性・速達性向上が期待できる（バス路線に該当する路線）
　・拠点形成…・・・・①中心拠点又は地域拠点に直結する路線又は拠点内に存する路線
　　　　　　　　　　　　　②中心拠点又は地域拠点の外郭を形成し、通過交通の排除により拠点内の快適な歩行者空間の確保に寄与する路線
　・安心なまちづくり…③延焼遅延、避難路の確保といった防災性の向上が期待できる（密集市街地危険度評価３以上の区間に該当する路線）
　　　　　　　　　　　　　　⑤鉄道駅から半径500ｍ以内に位置し、駅への歩行者、自転車の安全なアクセス確保に寄与する路線
　・活力あるまちづくり…①広域的な観光交通処理が期待できる（まちづくり資源から100ｍ以内に位置する路線）

防災機能 ・密集市街地整備事業で災害危険度の著しく高い地区と判定されており、防災機能向上の道路整備が求められている。

過去の決定時における理由等の整理
・当初決定は昭和15年であり、当初線引き（市街化区域内外の決定）前に都市計画決定されており、人口増加
及び市街地の拡大局面であったことから、将来における市街地の拡大、自動車交通の増大に備えて都市計
画道路を計画されたものと考えられる。
・また、抜本的な見直しを行った昭和40年の都市計画決定理由には、東名高速道路豊川ICの建設決定や新し
い工業地帯の開発を踏まえ、増大する自動車交通に備えて計画されたものとされている。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察
当該路線が位置する地区の土地利用のあり方に留意して別途詳細検討
を実施する路線との位置づけである。

将来交通需要より２車線での交通
処理が可能であるとともに、当該区
間を廃止した場合においても前芝
豊川線、伊奈美和通線による機能
代替が可能である。

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

跨線部(ｵｰﾊﾞｰ)

跨線部(ｱﾝﾀﾞｰ)

S40.1.27計画図

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

小坂井 2 ― C ②③ ①② ⑤ ―

南部 2 ― C ② ― ③⑤ ①

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与
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■変更又は廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 7･6･401 広石為当１号線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 1,670 ｍ 計画幅員 11 ｍ 計画車線数 1 車線

対象区間延長 1,670 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 ― 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

―

15 件

H3.11.25 追加

H12.8.18 番号の再編

H20.2.29 市町村合併に伴い、広石１号線と為当１号線を統合

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更及び合併に伴う変更

【機能変更可能性の検討】

・整備にあたっては約24億円の事業費を要する。

機能代替可能性
・当該道路は自動車専用道路の側道の位置づけであり、沿道アクセスを確保するものである。市街化区域及び市街化調整
区域内でのアクセス機能の確保の必要性を検討する必要がある。

市街地環境 ・対象区間大半が市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はほとんどみられない。

防災機能 ・延焼遅延、避難路の確保といった防災機能は、並行する名豊道路により確保が可能である。区画道路の位置づけであり、将来
交通量推計対路線とはなっていな
い。

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・安心なまちづくり…③延焼遅延、避難路の確保といった防災性の向上が期待でき
る（密集市街地危険度評価３以上の区間に該当する路線）

社会情勢の変化
からの考察

・現在、名四国道事務所により名豊道路の整備が進められるとともに、側道機能を有する道路についても整備が進められている。

名豊道路の工事進捗に合わせ変更又は廃止候補とする。

交通処理機能 ・区画道路の位置づけであり、交通処理機能ではなく沿道アクセス機能の必要性の検討が必要である。

事業の実現性

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

過去の決定時における理由等の整理
平成３年に名豊道路の都市計画決定と合わせて側道機能を確保するために決定されている。

・名豊道路の整備に合わせ同調工事として行われるため、その整備状況を考慮し変更又廃止を検討する。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

御津 ― ― ― ― ― ― ―

西部 ― ― ― ― ― ③ ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

H3.11.25計画図
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■変更又は廃止候補都市計画道路見直し検討カルテ（案）

路線名称 7･6･402 広石為当２号線

【基本情報】 【検討対象区間位置図】

路線総延長 1,670 ｍ 計画幅員 11 ｍ 計画車線数 1 車線

対象区間延長 1,670 ｍ 整備済延長 0 ｍ 整備率 0.0%

現況道路幅員 ― 現況交通量 ― 将来交通量
（将来フルネット配分)

―

32 件

H3.11.25 追加

H12.8.18 番号の再編

H20.2.29 市町村合併に伴い、広石２号線と為当２号線を統合

H22.12.24 都市計画区域再編に伴う名称変更及び合併に伴う変更

【機能変更可能性の検討】

・整備にあたっては約24億円の事業費を要する。

機能代替可能性
・当該道路は自動車専用道路の側道の位置づけであり、沿道アクセスを確保するものである。市街化区域及び市街化調整
区域内でのアクセス機能の確保の必要性を検討する必要がある。

市街地環境 ・対象区間大半が市街化調整区域であり、沿道に公共施設、商業施設等の立地はほとんどみられない。

防災機能 ・延焼遅延、避難路の確保といった防災機能は、並行する名豊道路により確保が可能である。区画道路の位置づけであり、将来
交通量推計対路線とはなっていな
い。

【まちづくりへの寄与の判断基準】 （地域単位でみた評価）
　・安心なまちづくり…③延焼遅延、避難路の確保といった防災性の向上が期待でき
る（密集市街地危険度評価３以上の区間に該当する路線）

社会情勢の変化
からの考察

・現在、名四国道事務所により名豊道路の整備が進められるとともに、側道機能を有する道路についても整備が進められている。

名豊道路の工事進捗に合わせ変更又は廃止候補とする。

交通処理機能 ・区画道路の位置づけであり、交通処理機能ではなく沿道アクセス機能の必要性の検討が必要である。

事業の実現性

総合評価
及び見直しにあ
たっての課題

都市計画道路区域内建築物件数

路線の概況（計画決定・変更経緯）

過去の決定時における理由等の整理
平成３年に名豊道路の都市計画決定と合わせて側道機能を確保するために決定されている。

・名豊道路の整備に合わせ同調工事として行われるため、その整備状況を考慮し変更又廃止を検討する。

地域別みち・まちづくりの検討カルテにおける評価 将来交通量推計結果による考察

交　流 安　全 活　力

公共交通

支援

拠点

形成

安心な

まちづくり

活力ある

まちづくり

御津 ― ― ― ― ― ― ―

西部 ― ― ― ― ― ③ ―

地区名

現道状況
将来道路交通ビジョンの基本目標との関連性

連　携

車線
数

歩道
設置
状況

幹線道路
のタイプ

まちづくりへの寄与

H3.11.25計画図
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