
施策の進捗状況調査票 1

施策進捗状況検証シート

番号 施策の基本方向 施策（単位施策）

番号 （　　）：旧御津町の施策の
基本方向

既存の施策についての主な内容

1 1-1 バリアフリー住宅の整備・
改善

・市営住宅の高齢者対応住宅への
改造推進

・既設住宅の階段型住宅については平成８年度から２
１年度までにスロープ・浴室への手すり設置
（・新設住宅　諏訪西住宅、御油住宅、穂ノ原住宅、八
幡住宅B棟についてはエレベーター及びスロープを新
設時に設置）

2 1-1 バリアフリー住宅の整備・
改善

シルバーハウジングの推進 ・平成４年度建設の諏訪西住宅にデイサービスセン
ターを含め１０戸のシルバーハウジングを試験的に併
設
※H10以降設置なし

3 1-1 バリアフリー住宅の整備・
改善

高齢者向け優良賃貸住宅の供給 市営住宅の総管理戸数を検討する中で、民間賃貸住
宅を活用し、高齢者向き優良賃貸住宅の供給を検討し
たが、供給することはできなかった。

4 1-1 （高齢者や障害者等の生
活に配慮した住環境の形
成）

愛知県高齢者向け優良賃貸住宅制
度の活用

同上

5 1-1 バリアフリー住宅の整備・
改善

住宅整備資金貸付制度の活用 愛知県のパンフレットを配布するなど普及に努めた。

6 1-1 （高齢者や障害者等が安
全で快適に暮らせる住環
境の形成）

安全で快適な家づくり利子補給制
度（愛知県）の活用（長寿社会対応
住宅）

愛知県の事業になるため、制度の紹介に努めた。

7 1-2 時代の要請に対応した住
宅供給

新しい住まい方の検討
・公営住宅グループホーム推進
・民間借家の共同生活推進

穂ノ原住宅にグループホームとして２戸供給した。民間
借家の活用には至らなかった。

8 1-2 時代の要請に対応した住
宅供給

民間ケアハウスの整備促進 現在、市内5施設、定員230名の施設が運営されてい
る。

9 1-2 時代の要請に対応した住
宅供給

健康住宅の啓発 健康住宅の啓発、悪影響を及ぼす建材等が健康に与
える影響を啓発するための情報発信を行なう。

10 1-3 高齢者等の生活を支える
環境整備

緊急通報システムの拡充 八幡住宅B棟建設時に１階２DKに外部連絡用ボタンを
設置した。
H4諏訪西住宅設置ずみ

主に緊急性のある疾患を有する高齢者単身及び高齢
者のみ世帯を対象に急病や事故等のときにボタンを押
すことで助けを求めることができる通報機を設置しま
す。

11 1-3 高齢者等の生活を支える
環境整備

高齢者等交流機能の充実 ※生きがいと交流について、別々の施策があるため、
老人クラブとシルバー人材センターへの補助として分
ける。

12 1-3 高齢者等の生活を支える
環境整備

高齢者向けサービスの充実 ※前回策定時に比べ、介護保険制度が始まり、施策
が多岐に亘ることとなったため、下記のとおり細分化す
る。

まごころ給食サービス事業 ひとり暮らし高齢者等の方に、必要に応じて昼食を配
達し、食の自立を図るとともに安否の確認をする。

索
引
番
号

施策の分類
主な内容

資料 １
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番号 施策の基本方向 施策（単位施策）

索
引
番
号

施策の分類
主な内容

ひとり暮らし高齢者ガス安全対策事
業

ひとり暮らし高齢者等の方を対象に、ガス漏れを防止
するためガスを自動的に遮断しガス漏れを知らせる機
器を設置する。

寝具洗濯サービス事業 寝たきり、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者の
方が利用している寝具のクリーニングを年２回行う。

災害時要援護者支援制度登録事業 大規模の災害時に人的被害の防止や軽減を図るため
自主防災会を始め近隣の地域支援者、民生委員等の
協力により避難誘導が速やかに実施できるよう、あら
かじめ氏名、住所などの必要な事項を登録する。

日常生活用具給付事業 ひとり暮らし高齢者等の日常生活の便宜を図るため、
自動消火器、電磁調理器を給付する。

ホームヘルパー派遣事業 自立した生活を営むのに支障がある方にホームヘル
パーを派遣し家事等を援助する。

生活管理指導員派遣事業 基本的な生活習慣が欠如している等、社会適応が困
難で自立した生活に支障をきたしているおおむね６５
歳以上の高齢者を訪問し、日常生活に対する指導、支
援を行い、高齢者が安定した生活を営むことができる
ように図る。

要介護高齢者・重度身体障害者訪
問理美容サービス事業

介護保険の認定で要介護度３以上にあたる方のうちで
在宅で介護を受けている方や身体に重度の障害のあ
る方に対し、理容師又は美容師が訪問し、自宅で散
髪、整髪、洗髪などが利用できるサービス券を支給す
る。

要介護高齢者介護用品支給事業 介護保険の認定で要介護度３以上にあたる方のうちで
在宅で介護を受けている方に対し、介護用品の購入費
を助成するために介護用品引換券を支給する。

家族介護支援介護用品給付事業 要介護４以上の高齢者を在宅で介護していて、市民税
が非課税の世帯の経済的な負担を軽減するために、
介護用品引換券を支給する。

家族介護慰労事業 重度の要介護高齢者であって過去一年間介護保険の
サービスを受けなかった場合、その方を介護する家族
に対し年額１０万円を贈呈する

徘徊高齢者情報提供サービス事業 徘徊する認知症高齢者に、あらかじめ携帯用端末をお
持ちいただき、居場所がわからなくなった場合に、位置
発見システムを利用して所在を検索し、ご家族に情報
を提供する。

地域包括支援センター 高齢者の総合相談窓口として、高齢者やその家族など
が抱えている在宅での生活等に関する様々な心配事
に電話相談・訪問相談により応じます。要支援１、２の
認定者のケアプランの作成を行います。

老人クラブ活動への補助 地域を基盤とする自主的な団体である老人クラブに対
し、仲間づくりを通して生きがいと健康づくり、生活を豊
かにする活動を支援するため、補助をする。
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番号 施策の基本方向 施策（単位施策）

索
引
番
号

施策の分類
主な内容

シルバー人材センターへの補助 健康で労働意欲があり、自己の生きがいの充実や社
会参加を希望する方に、高齢者に適した臨時的、短期
的な仕事を受け、高齢者の就業の場を確保し、地域社
会づくりに寄与することを目的とするシルバー人材セン
ターの活動を支援するため、補助をする。

13 1-3 高齢者等の生活を支える
環境整備

人にやさしいまちづくりの推進

14 1-3 （高齢者や障害者等が安
全で快適に暮らせる住環
境の形成）

「人にやさしいまちづくり」事業の促
進

17 1-4 子育て家庭への生活支援 保育施設等の整備充実 ・老朽保育所の建替えを順次進めます。
・身近な施設として、児童館を中学校区に１館の整備を
めざします。
・地域の需要に応じて児童クラブを設置します。
・必要に応じた児童遊園やちびっこ広場の新設と既存
の遊具等の充実を図ります。

18 1-4 子育て家庭への生活支援 子育て支援センター事業の充実 子育て支援コーディネーターを配置し、相談機能を充
実

19 1-4 （若者の定住をめざした住
宅の供給）

関連公共施設の整備促進 町営（市営）住宅の整備に合わせた、若年層、ファミ
リー層の定住促進を目指し、利便性・快適性の向上か
ら関連公共施設の整備を行なう。

20 1-5 市民活動の育成・支援 まちづくり活動の育成・支援 まちづくりに対する市民意識の高揚を図り、市民の自
主的な活動（町内会やボランティア・市民活動団体の
活動）を支援・育成するとともに、まちづくり活動へのサ
ポート体制を検討する。

21 1-5 （住民によるまちづくり活動
への支援）

--- 同上

　 　 　

15
～
16

22
～
23

東三河地域で開催する「人にやさしい街づくり講座・セ
ミナー」を参加・実施する。
愛知県条例「人にやさしい街づくり」の届出の徹底を行
なう。

１．「豊川市交通バリアフリー基本構想」に基づく、国府
駅周辺のバリアフリー化
→駅構内のエレベーター・多目的トイレの設置・電光案
内板の設置等（エコモ財団事業）
→国府駅東西連絡通路のエレベーター設置・駅前広
場の整備等（都市計画課所管）
→周辺道路の改良等（国・県・市関係各課が所管）

２．策定中の「豊川市バリアフリー基本構想」で、新た
に八幡駅周辺のバリアフリー化を位置づけ。
→駅構内のエレベーター設置等（名鉄事業）
→その他周辺整備（今後の位置付けにより、関係各課
で分担して所管）

３．都市計画課所管で、基本構想には基づかない「ま
ちなか歩道バリアフリー化」を、豊川地区・諏訪地区に
おいて実施。

４．その他、道路建設課・道路維持課等でも、基本構想
に基づかない、他地域のバリアフリー化（視覚障害者
誘導用ブロックの設置等）を実施しており、各課への照
会が必要。

１．啓発活動も含めるならば、本年度のおいでん祭に
おいて、まちづくりや緑の施策に関するＰＲを行った。
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番号 施策の基本方向 施策（単位施策）

索
引
番
号

施策の分類
主な内容

24 1-5 市民活動の育成・支援 共同住宅の維持管理の誘導 点検マニュアルの作成や相談・指導システムの確立を
目指す。
公益法人の相談窓口への誘導を行なう。

26 1-6 高度情報化社会への対応 情報通信基盤の整備

27 1-6 （高度情報化に対応した住
宅づくり）

情報基盤整備の促進

28 1-6 高度情報化社会への対応 高度な公共サービスの提供 ・住民基本台帳、防災メールなど

29 1-6 （高度情報化に対応した住
宅づくり）

マルチメディア住宅の建設、情報設
備に対する助成制度の検討

・建設・基盤整備についての助成制度はなし
・旧豊川市営住宅にケーブルテレビ導入ずみ。地デジ
化ずみ。インターネットアクセス装置を自治会からの申
出により導入している。

30 1-7 歴史や文化の薫る住環境
整備

歴史的な景観の保全・活用 １．豊川稲荷門前の風情ある町並みを活かしたまちづ
くりのため、都市計画道路を廃止し、町並み保全のた
めの地区計画を定めた。（平成19年度）

２．全市的な景観行政への取り組み

３．御油松並木公園整備（公園緑地課）

４．文化財等の保全・活用（生涯学習課・商工観光課）

31 牛久保史跡巡り案内看板をはじめとした観光案内看板
を設置し、誘客を図った。

32 2-1 都心居住の推進 優良建築物等整備事業の推進 民間賃貸住宅を活用し、高齢者向き優良賃貸住宅の
供給を検討したが、供給することはできなかった。

33 １．諏訪地区の再開発事業（土地の高度利用）

２．中心市街地活性化事業（商業の活性化とともに住
宅施策を推進し、市街地における人口の空洞化を改善
する）

34 2-2 密集市街地の改善 民間賃貸住宅建替促進のための家
賃補助制度の検討

民間賃貸住宅建替促進のため家賃補助制度の検討を
したが事業実施には至らなかった。

35 2-2 密集市街地の改善 接道条件の改善 行き止まり道路の改善に向けた位置指定道路基準の
見直し。

36
～
37

2-3 災害に強いまちづくり 防災性の向上 公共建築物の耐震性確保する。主な公共建築物につ
いては、ほぼ100％の耐震性を確保する。

38 １．防火・準防火地域の指定範囲の拡大検討

２．防災空間の整備としての緑地の確保、公園・街路
等の都市施設の整備

39 2-3 災害に強いまちづくり 土砂災害の防止 平成２３年度中に全市域の防災マップを作成し、全戸
に配布する予定

光ファイバー網などの情報通信基盤整備を民間との適
切な役割分担をする。

２．他課所管分では、アダプトプログラム等も、市民活
動の育成・支援に当たると思われるが、詳細は各担当
課に確認が必要。
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番号 施策の基本方向 施策（単位施策）

索
引
番
号

施策の分類
主な内容

40 ・土砂災害危険区域内に建築する住宅についての指
導及び規制について検討します。
・急傾斜地崩壊危険個所の法指定を推進するととも
に、崩壊対策事業の実施について県へ要望します。ま
た、土石流危険渓流についても、砂防事業の早期実施
について、県に要望していきます。

41 土砂災害危険区域→土砂災害警戒区域・土砂災害特
別警戒区域内の住宅建築への指導及び規制について
検討する。

42 2-4 老朽住宅の建替促進 公営住宅の建替促進

43 2-4 （良質な公共賃貸住宅の供
給）

公営住宅建て替え・統廃合の推進

44 2-4 （若者の定住をめざした住
宅の供給）

町営住宅の建て替え 旧町営住宅は耐用年数を超過しているため建て替え
が必要だが予定地の地元同意が得られていない。

45 2-4 （高齢者や障害者等が安
全で快適に暮らせる住環
境の形成）

公営住宅の建て替えによる高齢者
仕様住宅の建設

旧町営住宅は耐用年数を超過しているため建て替え
が必要だが予定地の地元同意が得られていない。（他
の土地について調整を進めている。）

46 2-5 住宅・住宅地の耐震性の
強化

既存住宅の耐震性強化 平成14年以降、例年５月頃無料木造耐震診断（非木
は一部補助）及び耐震改修補助（木・非木）を行なう。

47 2-5 住宅・住宅地の耐震性の
強化

耐震性に優れた住宅の啓発 新築時において耐震性の優れた住まいづくりを啓発す
る。

48 2-5 住宅・住宅地の耐震性の
強化

ブロック塀の改善 防災面強化からブロック塀等撤去推進事業の見直しを
行なう。

49 2-5 （防災面に配慮した住環境
の形成）

安全で快適な家づくり利子補給制
度（愛知県）の活用（高耐久性住宅・
高耐震性住宅・耐震改修）

ある一定基準のある公庫融資物件の利息の一部を負
担する。

50
～
53

2-6 緑豊かで快適な住環境の
整備

公園・緑地等の整備推進 ○赤塚山公園（総合）
○小田渕公園（街区）
○弘法山公園（地区）
○くすの木公園（近隣）
○八幡上ノ蔵公園（街区）等

54
～
55

2-6 緑豊かで快適な住環境の
整備

緑化の推進 公園・道路・学校など、公共施設の緑化を推進するとと
もに、緑の募金運動を行い、市民の緑化意識の高揚を
図ります。公共施設等の緑化を推進し、緑の拠点とな
る公園などを結ぶ緑のネットワーク化を図り、緑豊かな
住宅地の形成を図ります。

56 2-6 （環境に配慮した住環境の
形成）

生垣などに対する助成制度の検討

57
～
58

2-6 緑豊かで快適な住環境の
整備

河川環境の整備充実 ・河川環境の整備を図り、潤いのある空間整備を図っ
ていきます。
・自然豊かな河川環境を検討します。
・市民の自主的な環境保全活動を育成し、より豊かな
住環境の形成に向けての取り組みを支援していきま
す。

59 2-6 緑豊かで快適な住環境の
整備

環境と調和した住環境整備 環境型公共施設をモデル的に整備を行なう。

旧市営住宅はRC造のため、耐用年数まで活用予定、
旧町営住宅は入居者もあり建替えが困難。
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番号 施策の基本方向 施策（単位施策）

索
引
番
号

施策の分類
主な内容

60 2-7 美しい住宅地の形成 新しい都市景観整備の推進

61 2-7 （景観に配慮した住環境の
形成）

都市景観基本計画などの策定や景
観条例などの検討

62 2-7 （景観に配慮した住環境の
形成）

建築景観賞などの表彰制度の検討 １．地区計画などによる規制誘導
２．景観条例などの検討

63 2-7 （景観に配慮した住環境の
形成）

花の家・花の町事業の推進 四季の花が美しい家づくり・商店街づくりを促進する。

64 3-1 良質な賃貸住宅の供給促
進

特定優良賃貸住宅の供給

65 3-1 （良質な民間賃貸住宅建設
の誘導）

愛知県特定優良賃貸住宅供給促進
事業の活用

66 3-1 （若者の定住をめざした住
宅の供給）

愛知県特定優良賃貸住宅供給促進
事業の活用

67 3-1 良質な賃貸住宅の供給促
進

借上公営住宅の供給

68 3-1 （良質な公共賃貸住宅の供
給）

借上げ公営住宅及び買取り公営住
宅制度の活用

69
～
70

3-1 良質な賃貸住宅の供給促
進

市街化区域農地の宅地化促進 若者及びファミリー世帯の定住促進に向けた、市街化
区域内農地への賃貸住宅の供給促進と誘導を図る。

71 3-2 良好な戸建て住宅の供給
促進

土地区画整理事業の推進 豊川駅東地区、豊川西部地区の事業推進及び豊川大
橋地区の推進を支援し、良好な住宅地の供給を行って
きた。

72 3-2 （面整備による良好な住宅
市街地の形成）

土地区画整理事業などによる計画
的な住宅地整備

73 3-2 （良質な民間賃貸住宅建設
の誘導）

土地区画整理事業などによる計画
的な住宅地整備

74 3-2 （既成市街地における安全
な市街地の形成）

土地区画整理事業などによる良好
な市街地の形成

75 3-2 良好な戸建て住宅の供給
促進

地区計画制度の導入

76 3-2 （面整備による良好な住宅
市街地の形成）

建築協定や地区計画などによる規
制・誘導

77 3-2 （既成市街地における安全
な市街地の形成

地区計画などによる規制・誘導

78 3-2 （景観に配慮した住環境の
形成）

地区計画などによる規制・誘導

79 3-2 （環境に配慮した住環境の
形成）

地区計画、緑化協定などによる誘
導

80 3-2 良好な戸建て住宅の供給
促進

環境共生住宅・住宅地の整備 環境共生住宅に関する様々な情報を集約化したパン
フレット作成を行う。

81
～
82

①住宅用太陽光発電システム設置費補助
②合併処理浄化槽設置費補助

83 3-2 （環境に配慮した住環境の
形成）

安全で快適な家づくり利子補給制
度（愛知県）の活用（環境共生住宅）

愛知県の事業になるため、制度の紹介に努めた。

１．地区計画制度の導入による、より良い住環境の保
全を図る

２．建築協定による規制・誘導

３．緑化協定による誘導

旧御津町において土地区画整理事業の機運は高まら
なかった。

民間住宅借り上げ、市営住宅として供給

愛知県の制度のため、制度の紹介に努めた。

１．景観行政の推進体制を確立し、景観条例アドバイ
ザー制度、助成制度等の検討をする。

２．市民の景観に対する意識の高揚を図る。

３．電線類の地中化促進

４．屋外広告物規制
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番号 施策の基本方向 施策（単位施策）

索
引
番
号

施策の分類
主な内容

84 3-3 持ち家取得・賃貸住宅入居
の支援

各種融資制度等のＰＲ強化 勤労者住宅資金融資制度
労働者住宅取得資金利子補給制度
住宅金融支援機構割増融資

85 3-3 （高齢者や障害者等が安
全で快適に暮らせる住環
境の形成）

住宅改善に対する助成制度の検討 同上

86 3-3 持ち家取得・賃貸住宅入居
の支援

住宅なんでも手引書の作成 住宅に関する様々な情報を集約化したパンフレット作
成

87 3-3 持ち家取得・賃貸住宅入居
の支援

住宅相談窓口の改善 建築相談の相談内容の絞込みと市役所窓口との役割
分担と連携

88 3-3 （高齢者や障害者等が安
全で快適に暮らせる住環
境の形成）

建築士会などの協力による相談窓
口の設置

高齢者や障害者への相談窓口の設置や住宅改善の
適切な指導・助言が行なえる人材の育成を推進

89 3-3 （多様なニーズに対応した
住宅の供給）

多様なタイプの住宅・宅地供給 多様な居住者の要望に対応すべく、住環境づくり・住
宅の供給

90 3-3 （多様なニーズに対応した
住宅の供給）

住宅・宅地の情報提供・斡旋等のシ
ステムづくり

多様な居住者の要望に対応すべく、住宅・宅地の情報
提供・斡旋等のシステムづくり。

91 3-3 （高齢者や障害者等の生
活に配慮した住環境の形
成）

・高齢者向け優良賃貸住宅制度の
活用
・公営住宅の建て替えによる高齢者
向け住宅の建設

・県の制度の紹介に努めた。
・旧御津町営住宅の建替は事業化できず。

92 3-3 （防災面に配慮した住環境
の形成）

パンフレットなどの活用による耐震
診断や改修についての啓発・普及

県や市及び関連団体が作成するパンフレットなどの活
用方法の検討を行なう。


