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１ 上位計画・関連計画について 

 

  １－１ 国・県における住まい・まちづくりの方向 
  

 

（１）住生活基本計画 

○国は、今後の豊かな住生活を実現するための住宅政策の基本的な指針として住生活基

本法（平成 18 年施行）を制定し、これに基づいて、具体的な施策の方向として「住生

活基本計画」を策定しました（図表 1-1-1）。 

図表 1-1-1 住生活基本計画（平成 18 年９月） 

基本的な方針 

１ 施策の意義 ・個人がいきいきと躍動し、活力・魅力あふれる社会の礎 

⇒住生活の安定の確保・向上に関する施策の総合的・計画的推進 

２ 豊かな住生活

を実現するた

めの条件 

・国民の多様な住宅ニーズを満たす安全・安心で良質な住宅を適時・

適切に選択できる住宅市場の形成 

・市場において自力では確保することが困難な者に対する住宅セーフ

ティーネットの構築 

３ 横断的視点 ①ストック重視の施策展開 

・「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会

へと移行 

・既存住宅ストック、新規の住宅ストックの質を高める 

・ストックが市場において循環利用される環境の整備 

②市場重視の施策展開 

・健全な住宅市場の形成。可能な限り市場機能を活用 

・消費者の利益の擁護と増進 

③関連する施策分野との連携による総合的な施策展開 

・まちづくり施策、福祉施策、環境・エネルギー施策、防災施策等

との緊密な連携・総合的な施策展開 

④地域の実情を踏まえたきめ細かな施策展開 

・地方公共団体による施策の実施支援 

・地域密着型の施策展開の観点から地方公共団体とまちづくり等に

主体的に取り組む地域住民の団体、ＮＰＯ、民間事業者等との連

携促進 
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（２）あいち住まい・まちづくりマスタープラン 2015 

○住生活基本法に基づいた愛知県住生活基本計画として、「あいち住まい・まちづくり

マスタープラン 2015」が策定されました（図表 1-1-2）。 

○同計画では、安心、いきいきとした住生活、環境との共生、地域特性の活用と、住

まい・まちづくりのための多様な主体の参画を軸にして、具体的な施策の展開方向

が示されています。 

図表 1-1-2 あいち住まい・まちづくりマスタープラン 2015 

あいち居住の将来像＜目標＞ 取組の基本的な視点 

①安心して住み続けることが

できる 

②いきいきとした住生活が実

現できる 

③環境と共生しながら長く使

い続ける 

④地域特性を活かし、多様な

主体が参画する 

 

 

 

 

 

 

 
 

①住まい手主体の住まい・まちづくり 

・供給側での取組と、住まい手の立場に立った施策展開 

・住まい手自身の自覚、住まい手の自主的・自立的な住ま

いづくりの実現 

②地域主体の住まい・まちづくり 

・地域を単位とした施策展開と、地域住民（住まい手）、地

域組織の参画 

・住宅の維持・建設、指導・誘導、ＮＰＯ活動や地域づく

りなどを地域特性に応じて展開 

③住まい・まちづくり市場の環境整備 

・住宅事業者、技術開発等の情報が住まい手に伝えられ、

円滑・適正な売買を行うことができる市場環境整備 

・不適切な住宅の規制・監視、良質な住宅の供給支援 

④住まい・まちづくりのセーフティネットの確保 

・低所得者や被災者等に対する公営住宅の供給 

・高齢世帯、障害者、外国人､一人親世帯などに対するセー

フティネットの構築 

施策の展開 

・災害に強い住まい・まちづくり 

・犯罪の被害にあいにくい住まい・まちづくり 

・セーフティネットの確保 

・高齢者・障害者等にやさしい住まい・まちづくり 

・家族形態や居住ニーズの多様化への対応 

・多様な住まい方が選択できる環境の整備 

・良質な住宅ストックの形成と維持管理 

・環境共生の取組の推進 

・多様な地域の特性に応じた再生・活性化 

・良好な住環境や街並みの形成 

・コミュニティの活発化 

重点推進プログラム 

①総合的な耐震化促進施策の構築 

②県営住宅等のモデルプロジェクトの推進 

③高齢者等にやさしい居住環境の整備 

④子どもの声が聞こえる住まい・まちづくりの推進 

⑤安心な住宅市場環境の整備と住宅ストックの形成 

⑥あいち環境共生住宅の普及・促進 

⑦まちなか居住の促進 

⑧市町村住生活基本計画の策定と地域居住推進プログラムの推進 

世帯タイプ別の居

住の将来像 

地域別の居住の将

来像 
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○なお、国は平成 22 年度内に住生活基本計画を見直す予定であり、県においても平成

22 年度にあいち住まい・まちづくりマスタープラン検討委員会を設置しており年度

内に中間とりまとめを行い、平成 23 年度には改訂する予定です（図表 1-1-3）。 

 

図表 1-1-3 あいち住まい・まちづくりマスタープラン見直しの検討体制 

＜あいち住まい・まちづくりマスタープラン検討委員会＞ 

○委員会は 10 名の有識者等で構成し、専門的視点からの施策提言等をいただいて、下部に３つの専門

部会（下表）を設置 

部会（1） 

公営住宅・セーフティネット 

改正公営住宅法（入居等）対応、公営住宅全般（県住ビジョンの反映）、

重層的セーフティネットの構築など 

部会（2） 

高齢者居住 

介護サービス付き高齢者向け（賃貸）住宅、居宅サービス、高齢者居

住安定確保計画など 

部会（3） 

住宅市場 

既存住宅流通市場・リフォーム市場・賃貸住宅市場、住宅履歴情報、

住み替え支援、質の高い新築住宅の供給など 

＜ＮＰＯ等意見交換会＞ 

テーマ サブテーマ（例） 検討内容 

公営住宅とセーフテ

ィネットについて 

①公営住宅への入居者の考え方とコ

ミュニティバランス 

②民間賃貸住宅を活用したセーフテ

ィネット 

③セーフティネットにおける公的住

宅事業者の連携・役割分担 

地域における公営住宅のあり方につ

いて、ＮＰＯの関わり方、その支援

方法を検討 

高齢者のための住ま

いについて 

①高齢者向けの賃貸住宅の供給と居

住 

②高齢者が住み慣れた自宅や地域で

住み続けるための取組 

高齢者のための住宅・住環境づくり

について検討 

住まいに関する情報

提供や相談について 

①住宅の長寿命化・高品質化に向け

た取組 

②既存住宅の流通・リフォームの促

進 

③住まい手に安心な賃貸住宅 

④老朽化分譲マンションの維持・改

善等への対応 

住み替え（分譲や既存住宅購入・賃

貸住宅入居）や新築・リフォーム時

における、住まいに関する情報提供

や相談体制のあり方など、支援の内

容・方法について検討 

環境と共生する住ま

い・まちづくりについ

て 

①地球温暖化防止に向けた住宅・ま

ちづくりでの取組 

②住宅の長寿命化・高品質化に向け

た取組 

地球温暖化を防止するための住宅・

住環境づくりなどについて検討 

安全・安心な住まい・

まちづくりについて 

①地域における防災への取組 

～地震や浸水への事前事後対策～ 

②地域ぐるみでの防犯への取組 

地域で行う防災・防犯活動について、

地域コミュニティのあり方も含めて

検討 
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  １－２ 豊川市の上位計画・関連計画 
  

 

 

○豊川市の最も上位の計画は、「第５次豊川市総合計画」（目標年次：平成 27 年度）であ

り、将来都市像を「光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち」としてまち

づくりを進めてきました（図表 1-2-1）。 

○住宅マスタープランに関連する計画としては、都市計画マスタープラン（平成 22 年度

改訂）では、将来都市像として「歴史・文化が息づく 自然豊かで快適な持続発展都

市 とよかわ」（平成 22 年度策定）の実現を目指して、都市構造の方向や地域別構想

を策定しています。 

○このほか、住まい・まちづくりにかかわる豊川市の計画としては、福祉分野では地域

福祉計画などや、都市計画・産業振興にかかわる中心市街地商業等活性化基本計画な

どがあり、住宅マスタープランはこれらの計画と連携を持って策定します。 

図表 1-2-1 住宅マスタープランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

豊川市 国・県の計画（1-1参照） 

第５次豊川市総合計画 

・総合計画改訂（基本計画）23年２月 

・・宝飯郡小坂井町の合併による 

・総合計画実施計画（平成23年～25年度） 

・新市基本計画（豊川市・小坂井町合併協議会、

平成21年） 

・総合計画改訂（基本計画）平成21年２月 

・・宝飯郡音羽町、御津町の合併による 

住宅マスタープラン 

都市計画マスタープラン 

（平成22年度改訂） 

住生活基本法 

住生活基本計画（国） 

：平成22年度見直し・閣議決

定予定 

あいち住まい・ 

まちづくりマスタープラン 

2015 

：平成23年度見直し・策定予

定 地域福祉計画など福祉関連 

次世代育成支援対策地域行動計画 

中心市街地商業等活性化基本計画 

バリアフリー基本構想 

環境基本計画 

など都市計画、福祉、環境、農政、商業

などの関連計画 
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 （参考資料） 総合計画と都市計画マスタープラン(案)（概要）
 

（１）第５次総合計画からみた住宅政策の方向 

■都市の将来像 

「光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち」 

 

（目標） 

「元気の出るまち、 

住みたくなるまち 

みんなでつくろう豊川」 

 

○豊川市を誰もが「元気の出るまち」「住みたくなるまち」を実感できるようにする。 

 

■まちづくりの基本目標 

基本目標１ 安全で快適な生活環境が整っています。 

○発生が予想される大規模地震への防災対策や、身近な問題として防犯・交通安全対策

の強化、消防・救急体制の充実に努めます。 

○上下水道の整備をはじめ、私たちの身のまわりの衛生生活環境面の保全に努めます。 

 

基本目標２ 健康で生き生きと暮らせる人が増えています 

○地域医療の中核としての新市民病院の整備や、市民の健康づくりなど保健・医療体制

の充実と、高齢者・障害者福祉をはじめ少子化などに対応した各種事業を進めます。 

 

基本目標３ 住み心地よいまちの空間が生み出されています 

○都市の基盤となる士地区画整理や道路整備を計画的に進め、公共交通の利便性の向上

を図るとともに、公園・緑地、河川環境など憩いの空間整備を進めます。 

 

基本目標４ あらゆる世代の人が豊かな心を育んでいます 

○児童生徒の個性や能力を伸ばすため、学校の教育力・教育環境や地域の教育環境を充

実し、個性ある教育を進めます。 

○市民の幅広い学習活動、文化活動、スポーツ活動などの多種多様な意欲にこたえるた

め、生涯学習環境の整備に努めます。 

 

基本目標５ 個性があり活力あるまちになっています 

○農業、工業、商業の振興や、中心市街地など商店街の活性化と雇用の安定に努めます。 

○まちのにぎわいを創出するため、観光資源の活用や国際時代にふさわしい異文化交流

活動の推進に努めます。 

 

基本目標６ 効率的な効果的な行財政運営が行われています 

○地域においてはコミュニティや市民活動、男女共同参画社会の形成などを推進し、行

政としては 積極的に市政情報を提供し、職員の能力向上や健全な財政運営を進め行政

サービスの向上に努めます。 

○防災、医療をはじめ地域産業についても近隣市町村と広域的に連携し、効率的な行政

運営を進めます。 
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■目標人口（新市基本計画） 

 

○平成 31 年における目標人口：184,000 人（下図、推計人口のピークを保つ） 

（※ただし、平成 23 年２月 総合計画改訂） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用構想（新市基本計画） 

○広域交流軸、地域連携軸を構築 

○５つのゾーンを展開 

（うちくらしのゾーン） 

自然環境と調和し、他のゾーンと連携しながら都市機能を高め、快適な暮らしを演出

する住みよいゾーンづくりを進めます。 
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（２）都市計画マスタープランからみた住宅政策の方向 

 

■まちづくりの課題 

 

○人口に関する課題 

・中心市街地における活力の低下 

・市街地中心部、市域縁辺部における高齢者人ロの増加 

○土地利用、産業に関する課題 

・既存工業地・商業地の活性化と周辺との調和 

・沿道の適正利用 

○市街地整備、住宅・宅地供給に関する課題 

・既成市街地の住環境の維持・改善 

・市街地内低未利用地の活用 

○交通体系(道路網、鉄道・バス)に関する課題 

・幹線道路の交通渋滞と密集市街地における交通対策 

・誰もが使いやすい公共交通への取り組み 

○公園・緑地に関する課題 

・自然の保全と日常使用・防災機能を有する公園・広場の整備 

・河川沿いなどの自然豊かな緑の保全 

○河川・下水道に関する課題 

・市街地を貫く河川(豊川、佐奈川、音羽川など)の河川整備と河川沿いの親水性の確

保 

・市街化区域内での下水道整備の推進 

○防災・公共施設に関する課題 

・安全・安心の観点からの施設整備・改善の推進 

・拠点施設へのアクセス性の向上、拠点の位置づけと周辺地域との連携 

○景観に関する課題 

・文化財・伝統行事の保存や活用 

・市民中心のまちづくりルールと住民参加の推進 

 

■都市づくりの基本理念 

○豊川市の豊かな歴史・文化的資源や自然環境の保全と活用(豊かな歴史・文化的資源

の保全と活用)を図り、生活の安心や快適性の確保や調和(水と緑に映える快適な生

活圏の形成)に努めます。 

○各地域が連携を図ることで、それぞれの魅力を引き出し(生活圏相互の連携)、都市

と自然が共存した魅力ある住みよい、持続発展可能な都市づくり(一体的で豊かな都

市づくり)を進めます。 

＜都市づくり基本理念＞ 

豊かな歴史・文化的資源の保全・活用と、水と緑に映える快適な生活圏の形成およ

び生活圏相互の連携による、一体的でゆたかな都市づくりを進める 

 

■将来都市像 

歴史・文化が息づく 自然豊かで快適な持続発展都市 とよかわ 
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■都市づくりの目標 

①自然・歴史と共生するコンパクトで相互に連携したにぎわい生活圏の構築 

○豊かな歴史・文化的資源や自然環境を活かしながら、各地域や拠点が多様な交通手

段により連絡を図り、それぞれの魅力を引き出す生活圏の形成 

○少子高齢化の進展に対応した、旧市町単位の歩いて暮らせる生活圏の形成や旧市町

中心部の地域拠点としての活用、適切な機能分担を図り、にぎわいのある生活圏を

構築 

⇒施策の方向性 

・中心市街地の活性化、都市核や地域生活拠点への商業・業務機能の集積 

・都市核や地域生活拠点を結ぶ市内交通ネットワークの整備 

・歴史的な資源の保全と活用 

・宮路山や御津山などの森林、豊川や佐奈川などの河川の保全・活用 

 

②集積と連携による、にぎわい・活力・利便性の創出 

○新市民病院の開設や、(都)名豊道路をはじめとした広域的幹線道路の整備 

○新たな都市機能の集積と、地域間の連携によるにぎわい・活力・利便性の創出 

⇒施策の方向性 

・(都)名豊道路、(都)豊川新城線、新東名高速道路を活かし、沿道における土地利用

の適切な規制・誘導によるまちづくりを検討 

・新市民病院周辺は、アクセス手段となる道路の整備や公共交通基盤の整備を推進す

るとともに、医療拠点としての利便性を高めるサービスを集積 

 

③地域の特性に合わせた環境と調和する土地利用の推進  

○旧１市４町の個性を活かしつつ互いに連携するため、地域の実情に合わせた土地利

用の規制誘導 

○操業・営農・営業環境と住環境の調和や適切な市街地規模の維持により、地域の特

性に合わせた環境と調和する土地利用を推進 

⇒施策の方向性 

・幹線道路や工業地と周辺の住環境との調和 

・虫食い的な開発や住工混在による環境悪化を招かないように開発・建築の適切な規

制・誘導 

・市街化調整区域内の優良な農地の保全、秩序ある土地利用の規制誘導 

 

④快適で安心できる生活基盤の整備 

○快適な生活を支えるための都市空間の質的向上・充足 

○集中豪雨や東海・東南海地震の発生が危惧されているなかで、人々の安全・安心を

確保するための都市基盤施設、快適で安心できる生活基盤の整備を推進 

⇒施策の方向性 

・豊川西部土地区画整理事業、豊川駅東土地区画整理事業、一宮大木土地区画整理事

業の推進により安全で快適な居住空間を確保 

・横断歩道橋や歩道の整備など、通学路の安全確保や通過交通の排除 

・市街地における雨水排水対策や公共下水道整備等、計画的な都市基盤施設の整備 
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■人口フレーム 

平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 平成 32 年 

176,698 181,444 183,800 183,900 182,800 人 

 

■土地利用 

○住居系 （現況）1,123.0ha（現在の市街化区域内の住宅用地） 

 

■将来都市構造図 

○集約型の都市構造を目指す。 

○豊川市の都市核(諏訪地区)や新市民病院への公共交通基盤の確保や幹線道路ネットワ

ークの形成により、市民交流の緊密化 

○各地域の鉄道駅などを中心とした地域生活拠点への都市機能の集積による拠点形成 

○地域拠点間の交流、都市活動の活発化と市民交流を円滑にする都市軸(道路、鉄道)を

配置 

○市民生活に憩いと潤いを与える資源として緑の拠点と主要な河川による環境軸を配置 

（１）都市核 ：諏訪地区 

（２）地域生活拠点 

・JR 豊川駅周辺の豊川地区 

・JR 牛久保駅周辺の牛久保地区 

・名鉄八幡駅および新市民病院周辺の八幡地区 

・名鉄国府駅周辺の国府地区 

・JR 三河一宮駅および総合支所を中心とした一宮地区 

・名鉄名電赤坂駅および音羽支所を中心とした音羽地区 

・JR 愛知御津駅および御津支所を中心とした御津地区 

・名鉄伊奈駅および小坂井支所を中心とした小坂井地区 
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■土地利用の基本的考え方より 

○コンパクトなまちづくりを目指し、まちなか居住を推進 

・主要な鉄道駅の都市核および地域生活拠点は、サービス機能の集積などにより利便

性の高い地区を形成し、まちなか居住の推進 

○住宅地・工業地が混在する市街地は、適正な規制・誘導 

・大規模工場をはじめとした工業地の他用途への土地利用転換が図られる地区を中心

に住居系用途地域への変更を検討 

○市街化調整区域への無秩序な市街地の拡大を抑制 

・市街化調整区域への開発は原則抑制しコンパクトなまちづくり 

○市街化調整区域の既存集落地は土地利用の適正な規制・誘導 

・既存集落地は、環境との調和を図りながら生活基盤の確保と適正な土地利用 

 

■土地利用の方針より 

（住宅地） 

○市街化区域および基盤整備が行われた宅地開発区域、将来的に宅地化を図る区域に配

置 

 

■市街地整備の方針 

○人ロや既存生活者の安全で快適な居住空間の確保を図るため、豊川西部、豊川駅東、

一宮大木土地区画整理事業を推進 

 

■都市防災・防犯の方針 

（地震対策） 

○老朽木造住宅の割合が高い地域は、建築物耐震改修促進計画（平成 19 年度策定）に基

づき、重点的に建物の耐震診断および耐震化を促進 

（防犯） 

○道路・公園などの施設整備や住宅地における通学路などにおいては、街路灯や防犯灯

などの設置を促進 

○死角の多い交差点などにおいては、かき又はさくの設置を制限する地区計画制度の活

用などによる見通し改善 

 

■住民参加の方針 

○良好な住環境を保全するルールづくりを推進 

・生活基盤を整備するのみではなく地域の生活者によるまちづくりのルールづくりを

推進 
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２ 住まい・まちづくりにかかわる豊川市の現状 

 

  ２－１ 豊川市の概況 
  

 

（１）人口・世帯の動向 

①広域的な人口動向 

○愛知県の人口は、全国人口が減少する中、平成 21 年まで増加しましたが（「あい

ちの人口」）、平成 27（2015）年ぐらいに人口減に転じることが予測されています

（国立社会保障・人口問題研究所による平成 19 年５月の推計）。 

○国勢調査の県内市町村人口をみると（平成 12 年から 17 年）、豊川市をはじめ平野

部では人口が増加しましたが、中山間地域や沿岸地域等では減少しました。 

 

②豊川市の人口の動向 

ア）人口の推移 

○豊川市の人口は平成 17 年国勢調査では 181,444 人です（平成 17 年。図表 2-1-1）。 

○平成 22 年 12 月の国調速報人口では 182,336 人です。 

○参考：外国人登録人口は 5,749 人（平成 22 年 12 月末日）です。 

○参考：県による国勢調査をもとにした推計値では 182,295 人（平成 22 年 10 月）

です。 

図表 2-1-1 人口と世帯数の推移 

37,098 
41,995  44,147 

48,599  52,556 
56,961 

61,777 

148,128 
157,084 

162,922 
168,796  172,509 

176,698 
181,444 

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

180,000 

200,000 

Ｓ50 Ｓ55 Ｓ60 Ｈ2 Ｈ7 Ｈ12 Ｈ17

世帯数

人口

 
資料：国勢調査／注 ：現在の豊川市に合わせた旧市町の合計値 

（人・世帯） 
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○豊川市の人口は、昭和 60 年には 16 万人（現在の市域）を超えましたが、それ以

降の伸びは緩やかになりました。 

 

イ）世帯数の推移 

○豊川市の平成 17 年の世帯数は、61,777 世帯です（図表 2-1-1）。平成 22 年 12 月

の国調速報人口に基づく世帯数は 66,012 世帯です。 

○世帯分離が進み世帯人員は少なくなっており、平成 12 年は 3.01 人でしたが平成

17 年には 2.94 人と 3人を下回りました。 

○今後、人口が減少に転じた場合においても、世帯数はしばらく増加すると考えら

れ、受け皿の確保と定住促進策が求められます。 

 

ウ）年齢階層別の人口 

○豊川市の年少人口の割合は 15.3％、高齢人口の割合は 18.0％です（平成 17 年国勢

調査、図表 2-1-2）。 

○参考：ちなみに、平成 21 年の県推計では 20.6％で、愛知県平均とほぼ同様（県平

均 年少人口 14.6％、高齢人口 19.8％。年齢不詳を除く） 

○しかし、今後は人口が減少に転じることも考えられるとともに、少子高齢化がます

ます進むことが予想されます。 

 

図表 2-1-2 年齢別人口（人）と構成比 

 

15 歳未満 

（年少人口） 

15 歳以上～ 

65 歳未満 

（生産年齢人口）

65 歳以上 

（老年人口） 
計 

総人口 

(年齢不詳を含む)

平成 17 年 
27,748 121,063 32,591 181,402  181,444 

15.3％ 66.7％ 18.0％ 100％ 

平成 21 年 

（参考） 

27,786 117,194 37,661 182,641 182,683 

15.2％ 64.2％ 20.6％ 100％ 

資料：平成 17 年：国勢調査。平成 21 年：県による国勢調査をもとにした推計人口 

注 ：現在の豊川市に合わせた旧市町の年齢別人口の合計値から算出 
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エ）地区別の高齢化率 

○地区（町丁）別の高齢人口の比率では、平成 12 年においては 15～20％未満の地域

が目立ちましたが、平成 17 年には 20～25％未満の地域が目立ってきました（図表

2-1-3）。 

○また、ほぼ全ての地域で高齢人口の割合が高まるとともに、25％以上、あるいは

30％以上の地域が行政区域界の地域や市街地内でも増えてきており、高齢者の居

住対策のニーズが高まると考えられます。 

図表 2-1-3 高齢人口の比率 

 

資料：国勢調査／出典：都市計画マスタープラン（案） 
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（２）就業の状況 

①産業別就業人口の構成 

○豊川市の就業人口は、98,212 人（平成 17 年）ですが、平成７年から約 1,300 人増加

しました（図表 2-1-4）。 

○産業別就業者数の割合では、第３次産業が 54.1％に上昇し、第２次産業は 40％を切

りました。 

 

図表 2-1-4 産業別就業者数の割合（％） 

7.1 

7.5 

7.7 

38.8 

41.5 

42.8 

54.1 

51.0 

49.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成17年

平成12年

平成７年

第１次産業

第２次産業

第３次産業

 

資料：国勢調査 

注 ：第３次産業就業者数には分類不能を含む。旧市町の合計より算出 

 

②通勤・通学流動 

○豊川市の昼夜間人口比率は 95.5％であり、昼間人口が夜間人口をやや下回っており、

流出超過となっています（平成 17 年国勢調査、図表 2-1-5）。 

○豊川市からの通勤・通学による流出人口は 32,268 人で、流出先では豊橋市が圧倒的

に多く、次いで岡崎市、名古屋市、新城市、蒲郡市が多くなっています。また、西

三河の市町へ 50 人以上の流出先が目立っています。 

○一方、豊川市への流入は 24,152 人で、豊橋市、新城市、蒲郡市からの流入が目立ち

ます。 

 

 

 

96,930 人 

97,412

98,212
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図表 2-1-5 通勤地･通学地別人口移動（平成 17 年） 

（流出） 

 

（流入） 

 

資料：国勢調査（平成 17 年）／出典：都市計画マスタープラン（案）／注 ：旧市町を合計した値 

その他 

2,033 人 

その他 

1,843 人 
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（３）土地利用と土地利用規制 

①地目別土地利用 

○豊川市の地目別の土地利用は、森林が 36.5％、宅地が 17.3％、農用地が 21.5％とな

っています（平成 21 年、図表 2-1-6）。 

○住宅地は 10.5％で、平成 10 年からの 21 年までに 74ha 増えています。 

図表 2-1-6 地目別土地利用面積の推移          （単位：ha） 

年次 
行政区

域面積 

宅   地 農 用 地 森   林 
その他 

水面・道路

等 
住宅地 

その

他 
田 畑 

採草

放牧

地 

人工

林 

天然

林 

その

他 

平成 10 年 16,035 1,620 1,015 1,557 1,810 0 3,947 1,769 126 4,191

平成 15 年 16,035 1,673 1,122 1,492 1,855 0 3,947 1,826 127 3,993

平成 20 年 16,063 1,679 1,109 1,484 1,986 9 3,948 1,794 114 3,940

平成 21 年 
16,063 

100.0% 

1,694 

10.5% 

1,101 

6.8% 

1,444

9.0%

1,986

12.4%

9

0.1%

3,948

24.6%

1,794

11.2%

114 

0.7% 

3,973

24.7%

資料：愛知県「土地に関する統計年報」 

②土地利用規制 

○豊川市は市域全域が都市計画区域であり、市街化区域が 21.7％、市街化調整区域が

78.3％となっています（図表 2-1-７）。 

○市街化区域のうちでは、第１種住居地域が33.0％を占め、住居系の用途地域が61.3％

となっています。 

○その他の地域地区としては、特別用途地域、防火地域・準防火地域や地区計画を指

定しているなど、防災面の安全性や良好な環境形成等を図っています。 

図表 2-1-7 土地利用規制の状況 

 
資料：豊川市調べ及び愛知県調べ等（平成 22 年２月） 
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図表 2-1-8 都市計画総括図（平成 22 年２月） 
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（４）土地区画整理事業等の状況 

①土地区画整理事業と市街地再開発事業 

○豊川市においては市街地開発事業として、土地区画整理事業が施行済み 23 箇所、施

行中３箇所（1,242.4ha。市街化区域の 36.1％）があります（図表 2-1-9）。 

○施行中の箇所は、「豊川西部」と「豊川駅東」を市が施行しており、「一宮大木」を

組合が施行しています。 

○市街地再開発事業としては、「豊川諏訪地区（0.9ha）」「豊川市諏訪地区Ａブロック

（0.6ha）」の２箇所で実施しています。 

図表 2-1-9 土地区画整理事業の状況 

 

資料：区画整理課資料 
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②地区計画 

○豊川市においては、地区計画は土地区画整理事業地区や住宅団地などにおいて、８

ケ所・193.1ha です（図表 2-1-10）。 

図表 2-1-10 地区計画の状況 

名称 面積 概要 

豊川駅東地区地区計画 約 53.7ha 
用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置、 

高さの最高限度、かき又はさくの構造、擁壁の構造 

豊川西部地区地区計画 約 92.6ha 
用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置、 

高さの最高限度、かき又はさくの構造、擁壁の構造 

大池地区計画 約 5.2ha 
用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置、 

高さの最高限度、かき又はさくの構造 

豊川稲荷表参道地区計画 約 1.0ha 用途の制限、高さの最高限度 

サンヒル赤坂地区計画 約 6.5ha 

用途の制限、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、 

敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度、 

建築物の形態・意匠、かき又はさくの構造 

御幸浜地区地区計画 約 4.8ha 用途の制限、かき・さくの構造 

西原足山田地区計画 約 7.6ha 
用途の制限、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、 

壁面の位置、建築物等の形態・色彩、かき・さくの構造 

八幡駅南地区計画 約 21.7ha 
用途の制限、建築物等の形態・色彩、緩衝緑地帯の幅員 

緩衝緑地帯の用途  
資料：建築課資料（平成 22 年度現在） 

図表 2-1-11 土地区画整理事業（施行中）と地区計画の状況 

 

資料：都市計画用途地域図 
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（５）公共交通の状況 

○豊川市内には、名鉄豊川線、名鉄本線、ＪＲ東海道本線、ＪＲ飯田線が通っており、

合わせて 19 の駅が設置されています。これらの駅の一日乗降客数では、名鉄では国

府駅をはじめ、伊奈駅、八幡駅、諏訪町駅、豊川稲荷駅、ＪＲでは豊川駅をはじめ、

牛久保駅、三河一宮駅、西小坂井駅、愛知御津駅で千人を超えています（平成 18 年

度、図表 2-1-12）。 

○豊川市のバス等の路線は、駅などを拠点として、民間による豊橋市と新城市を結ぶ

路線、豊橋市と蒲郡を結ぶ路線と、市委託バス路線（ＪＲ豊川駅－名鉄国府駅）、健

康福祉センター送迎バス（一宮地区）、コミュニティバス（音羽地区）、福祉乗合タ

クシー（御津地区）が運行されています（図表 2-1-13）。 

○バス交通をはじめとした公共交通は、高齢化が進む中で充実が求められており、現

在「公共交通基本計画」を策定中です。 

図表 2-1-12 駅の位置と駅乗降客数（平成 18 年度） 

 

資料：愛知県統計年鑑（平成 20 年度版）、豊川の統計 
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図表 2-1-13 バス路線図 

 

 

出典：地域安心課資料（平成 22 年度現在） 
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  ２－２ 住宅・宅地にかかわる概況 

  

 

（１）住宅・宅地需給の状況 

①住宅数の推移 

○豊川市の総住宅数は、平成 20 年で 72,240 戸です。総世帯数の増加にともない、平

成 10 年から 20 年にかけての 10 年間で約 1.5 倍に増加しています（ただし、住宅・

土地統計調査区域の変化がある。図表 2-2-1）。 

○一世帯に対する住宅数は 1.1 戸程度で推移しており、一定数の空き家が発生してい

ると考えられます。 

○参考：愛知県の総住宅数は 10 年間で約 17％増加、一世帯当たり住宅数は 1.1 戸 

図表 2-2-1 総住宅数・総世帯数の推移 

42,500

51,750

63,070

47,280

59,310

72,240
1.151.15

1.11

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

平成10年 平成15年 平成20年

（世帯、戸）

0.0 

0.4 

0.8 

1.2 
（戸／世帯）

総世帯数 住宅総数 一世帯当たりの住宅数
 

資料：住宅・土地統計調査 
注 ：平成 10 年：豊川市、小坂井町の合計（音羽町、御津町、一宮町は調査区の対象外） 

平成 15 年：豊川市、一宮町、小坂井町の合計（音羽町、御津町は調査区の対象外） 
平成 20 年：豊川市（旧音羽町、御津町、一宮町と合併済み）、小坂井町の合計 

②新築住宅着工戸数の推移 

○平成 10 年から 19 年までの新築住宅着工戸数は、おおむね年間 1,700～1,800 戸で

推移していましたが、平成 17 年に 1,993 戸に増加した後、景気後退の影響から 2

年連続で減少しており、平成 19 年は 1,485 戸となっています（図表 2-2-2）。 

図表 2-2-2 住宅着工戸数の推移 

1,485

1,658

1,993

1,516

1,7981,749

1,455

1,727
1,8061,740

-

500

1,000

1,500

2,000

Ｈ10年 Ｈ11年 Ｈ12年 Ｈ13年 Ｈ14年 Ｈ15年 Ｈ16年 Ｈ17年 Ｈ18年 Ｈ19年

（戸）

０

 
資料：国土交通省「建築統計年報」 
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（２）住宅の基礎的概況 

①住宅の所有関係 

○豊川市は専用住宅の所有関係は、平成 20 年では「持ち家」が 70.0％と最も多くな

っています。次いで「民営借家」が 22.7％となっています（図表 2-2-3）。 

○近隣の主要市と比較すると、豊川市と蒲郡市は「持ち家」が 70％以上であるのに

対し、豊橋市と岡崎市は「持ち家」が 60％程度に止まり、新城市は 80％を越えて

います（図表 2-2-4）。 

○「民営借家」の割合は、豊川市と蒲郡市が 20％台ですが、豊橋市と岡崎市は 30％

を超え、新城市は 12.5％となっています。 

図表 2-2-3 住宅の所有関係の推移 

70.0 4.4

5.6

5.7

22.7

22.7

25.1

7.564.2

65.7
3.5

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成20年

平成15年

平成10年

持ち家 公的借家 民営借家 給与住宅

59,100

48,970

Ｎ（世帯）

38,960

 
資料：住宅・土地統計調査 
注１：不詳を除く。 
注２：公的住宅：市営、県営、都市再生機構などの住宅 

給与住宅：会社、官公庁、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建
築する住宅 
 

図表 2-2-4 住宅の所有関係（主要市との比較） 

81.3

60.0

70.0

59.6

5.3

3.7

3.4

5.3

4.4

7.2

12.5

22.3

31.1

31.6

22.7

29.7

61.7

71.4

3.5

2.9

3.1

2.6

0.9

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新城市

蒲郡市

岡崎市

豊橋市

豊川市

愛知県

持ち家 公的借家 民営借家 給与住宅

15,240

25,380

126,630

128,820

59,100

Ｎ（世帯）

2,682,000

 
資料：平成 20 年住宅・土地統計調査 
注 ：不詳を除く。 
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②住宅の建て方 

○豊川市は、居住世帯のある住宅についての住宅の建て方は、「一戸建て」が最も多

く平成 20 年で 71.6％を占めており、「共同住宅」は 26.0％となっています（図表

2-2-5）。 

○「長屋建て」は、平成 10 年は 6.7％でしたが、平成 20 年には 2.1％となりました。 

○近隣市と比較すると、豊川市は「一戸建て」の割合が豊橋市と岡崎市よりは高く、

蒲郡市と新城市よりは低い割合となっています（図表 2-2-6）。 

図表 2-2-5 住宅の建て方の推移 

71.6 2.1

3.0

6.7

26.0

28.0

20.8

68.4

72.1

0.5

0.4

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成20年

平成15年

平成10年

一戸建て 長屋建て 共同住宅 その他

Ｎ（世帯）

42,070

62,950

51,630

 

資料：住宅・土地統計調査 

 

図表 2-2-6 住宅の建て方（主要市との比較） 

84.5

62.7

71.6

51.1

2.4

4.9

3.1

2.5

2.1

2.8

12.8

20.7

38.9

34.6

26.0

45.9

73.9

57.5

0.5

0.4

0.4

0.2

0.4

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新城市

蒲郡市

岡崎市

豊橋市

豊川市

愛知県

一戸建て 長屋建て 共同住宅 その他

16,110

27,290

132,140

137,880

62,950

Ｎ（世帯）

2,764,400

 

資料：平成 20 年住宅・土地統計調査 
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③住宅の構造 

○豊川市の住宅の構造は、「木造」が 37.3％で最も多く、「防火木造」は 32.2％、「非

木造」は 30.5％となっています（図表 2-2-7）。 

○「木造」は、平成 10 年から 20 年にかけての 10 年間で 17.2％から 37.3％へと大き

く増加しました。一方で、「防火木造」は平成 10 年に 56.5％を占めていましたが、

平成 20 年は 32.2％と割合が減少しました。 

○近隣市と比較すると、豊川市は「防火木造」の割合が 30％を超えており、他市（い

ずれも 20％台）よりやや多くなっています（図表 2-2-8）。 

図表 2-2-7 住宅の構造の推移 

37.3 32.2

25.3

56.5

30.5

32.7

26.317.2

42.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成20年

平成15年

平成10年

木造 防火木造 非木造

Ｎ（世帯）

42,070

62,950

51,630

 

資料：住宅・土地統計調査 
注１：防火木造：柱・はりなどの骨組みが木造で、屋根や外壁など延焼のおそれのある部

分がモルタル、サイディングボード、トタンなどの防火性能を有する材料でできてい
るもの 

注２：非木造：鉄筋・鉄骨コンクリート造、鉄骨造、その他 

 

図表 2-2-8 住宅の構造（主要市との比較） 

54.7

34.8

37.3

26.3

25.5

22.3

27.1

25.8

32.2

23.2

19.9

29.2

45.1

39.4

30.5

50.5

27.8

48.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新城市

蒲郡市

岡崎市

豊橋市

豊川市

愛知県

木造 防火木造 非木造

16,110

27,290

132,140

137,880

62,950

Ｎ（世帯）

2,764,400

 
資料：平成 20 年住宅・土地統計調査 
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④住宅の規模 

○豊川市の１住宅当たりの居住室の畳数は、平成 10 年から 20 年で 3.13 畳大きくな

っています。また、持ち家、借家ともに経年ごとに居住室畳数が大きくなっていま

す（図表 2-2-9）。 

○平成 20 年時点の豊川市（旧小坂井町を除く）の 1住宅当たりの「居住室数」は 5.42

室、「居住室の畳数」は 38.20 畳、「延べ面積」は 111.40 ㎡、1 人当たりの「居住

室の畳数」は 13.06 畳、1室当たり「人員」は 0.54 人です（参考図表）。 

○建て方別、所有関係別にみると、「一戸建て」および「持ち家」と比べ、「長屋建て」

や「共同住宅」、また「借家」の住宅規模は著しく小さくなっています。 

 

図表 2-2-9 建て方・所有関係別、１住宅当たり居住室畳数の推移 

（畳） 

市町 平成 10 年 平成 15 年 平成 20 年 

総
数 

豊川市 35.07 34.82 38.20 

小坂井町 40.03 41.70 40.61 

一宮町 - 49.97 - 

持
ち
家

豊川市 44.62 45.52 45.80 

小坂井町 44.55 46.82 47.38 

一宮町 - 56.03 - 

借
家 

豊川市 17.18 18.01 20.48 

小坂井町 20.27 20.98 19.17 

一宮町 - 23.25 - 

 

 

（参考図表）建て方・所有関係別、１住宅当たり延べ床面積の推移（平成 20 年） 

豊川市 

（＊旧小坂井町を除く） 

住宅数 

（戸） 

１住宅当たり

居住室数 

（室） 

１住宅当たり

居住室の畳数

（畳） 

１住宅当たり

延べ面積 

(㎡) 

１人当たり 

居住室の畳数

（畳） 

１室当たり 

人員 

（人） 

全体 55,720 5.42 38.20 111.40 13.06 0.54

建

て

方 

一戸建て 39,240 6.34 45.17 134.96 14.22 0.50

長屋建て 1,260 3.21 22.64 57.92 9.69 0.73

共同住宅 15,000 2.93 19.10 46.79 8.54 0.76

その他 220 5.64 43.93 138.74 12.81 0.61

所

有

関

係 

持ち家 37,590 6.40 45.80 136.28 14.33 0.50

借家 16,120 3.14 20.48 53.37 8.93 0.73

  公営の借家 2,080 3.77 21.63 56.61 8.01 0.72
都市再生機構・ 

公社の借家 310 3.83 21.75 58.00 7.05 0.80

  民営借家 12,220 3.03 20.38 52.28 9.32 0.72

  給与住宅 1,510 3.00 19.39 56.81 7.96 0.81

資料：平成 20 年住宅・土地統計調査 

注 ：元資料は平均値の掲載であり、豊川市と小坂井町（調査の抽出率が異なるため）を別途示し

ている。 
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⑤居住水準 

○「最低居住面積水準以上」の住宅に住む世帯の割合は 92.1％、「一般型誘導居住面

積水準以上」が 50.9％、「都市型誘導居住面積水準以上」が 6.9％となっています

（図表 2-2-10）。 

○このうち、「持ち家」は｢最低居住面積水準以上｣の住宅に住む世帯の割合は 99.6％

であるのに対し、「借家」は 84.5％であり、賃貸住宅における良質な環境整備が必

要です。 

図表 2-2-10 居住水準以上の世帯の割合 

6.9

99.6

92.1

84.5

50.9

0 20 40 60 80 100

最低居住面積水準以上　全体

持ち家

借　家

一般型誘導居住面積水準以上

都市型誘導居住面積水準以上

（％） Ｎ（世帯）

62,950

43,050

17,840

62,950

62,950

 

資料：平成 20 年住宅・土地統計調査 

注１：最低居住面積水準：世帯人員に応じて，健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠

な住宅の面積に関する水準 

注２：誘導居住面積水準：世帯人員に応じて，豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタ

イルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準で、都市の郊外及び都市部以

外の一般地域における戸建住宅居住を想定したもので、一般型と都市型がある。 

 

※詳細は下記のとおり 

居住面積水準は，国民の住生活の安定の確保及び向上の促進が図られるよう，住生活基本計画（全国

計画）（平成 18 年 9月閣議決定）に定められた住宅の面積に関する水準で，次のように設定されている。 

○一般型 

 都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定したもの  

○都市居住型 

 都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの  

 

 これらの居住面積水準では，住宅性能水準の基本的機能を満たすことを前提として，多様な世帯構成

を反映した世帯の規模（人員）に応じた住宅の規模（面積）についての基準が示されている。また，単

身者の比較的短期間の居住や適切な規模の共用の台所や浴室などを有する共同の居住については，基準

面積によらないことができるとされている。 

 この調査においては，原則として住宅の延べ面積と設備状況から，上記の居住面積水準を確保してい

るかどうかを，次の条件から判定した。  
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○最低居住面積水準  

二人以上の世帯で，床面積の合計（延べ面積）が次の算式以上を確保している。 

10 平方メートル×世帯人員＋10 平方メートル(注 1，注 2)  

単身世帯の場合は，以下のいずれかを確保している。 

(1) 29 歳以下の単身者で，専用の台所があり，居住室の畳数が「4.5 畳」以上  

(2) 29 歳以下の単身者で，共用の台所があり，居住室の畳数が「6.0 畳」以上  

(3) 30 歳以上の単身者で，床面積の合計（延べ面積）が「25 平方メートル」以上  

 

 

○誘導居住面積水準  

 

一般型  

二人以上の世帯で，床面積の合計（延べ面積）が次の算式以上を確保している。 

25 平方メートル×世帯人員＋25 平方メートル(注 1，注 2)  

単身世帯の場合は，以下のいずれかを確保している。 

(1) 29 歳以下の単身者で，独立の台所があり，居住室の畳数が「15.0 畳」以上の場合  

(2) 29 歳以下の単身者で，食事室等他の用途と兼用の台所又は共用の台所があり，居住室の畳数

が「16.5 畳」以上の場合  

(3) 30 歳以上の単身者で，床面積の合計（延べ面積）が「55 平方メートル」以上の場合  

注 1……世帯人員は，3歳未満の者は 0.25 人，3歳以上 6歳未満の者は 0.5 人，6歳以上 10 歳未満

の者は 0.75 人として算出する。ただし，これらにより算出された世帯人員が 2 人に満たない

場合は 2人とする。また，年齢が「不詳」の者は 1人とする。 

注 2……世帯人員（注 1 の適用がある場合には適用後の世帯人員）が 4 人を超える場合は，上記の

面積から 5％を控除する。 

 

都市居住型 

二人以上の世帯で，床面積の合計（延べ面積）が次の算式以上を確保している。 

20 平方メートル×世帯人員＋15 平方メートル(注 1，注 2)  

単身世帯の場合は，以下のいずれかを確保している。 

(1) 29 歳以下の単身者で，独立の台所があり，居住室の畳数が「10.5 畳」以上の場合  

(2) 29 歳以下の単身者で，食事室等他の用途と兼用の台所又は共用の台所があり，居住室の畳数

が「12.0 畳」以上の場合  

(3) 30 歳以上の単身者で，床面積の合計（延べ面積）が「40 平方メートル」以上の場合  
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⑥住宅の建築時期 

○建築基準法が改正された昭和 56 年以前に建築された住宅は 32.7％です（図表

2-2-11）。 

○住宅の構造別にみると、建築時期が古いほど「木造」が多く、昭和 55 年以前では

50％を超えています（図表 2-2-12）。 

○近年は「防火木造」が 40％を超えて最も多く、「鉄筋・鉄骨コンクリート造」も「木

造」の割合を上回っています。 
図表 2-2-11 住宅の建築時期 

12.9 19.8 20.7 26.6 12.9 7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

昭和45年以前 昭和46年～55年 昭和56年～平成２年

平成３年～12年 平成13年～17年 平成18年～20年９月

Ｎ（戸）

58,140

 

資料：平成 20 年住宅・土地統計調査 
注 ：不詳を除く。 

 

図表 2-2-12 建築時期別、住宅の構造 

12.4

38.0

56.0

75.0

37.3

43.7

44.2

40.6

32.2

25.1

16.9

32.2

32.2

19.5

18.2

20.6

16.1

7.5

19.8

11.5

9.1

2.9

10.7

19.4

23.3

0.8

18.0

16.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年～20年９月

平成13年～17年

平成３年～12年

昭和56年～平成２年

昭和46年～55年

昭和45年以前

住宅総数

木　造 防火木造 鉄筋・鉄骨コンクリート造 鉄骨造

4,100

7,490

15,480

12,040

7,510

Ｎ（世帯）

62,950

11,520

 

資料：平成 20 年住宅・土地統計調査 
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（３）地価の動向 

○平成 21 年の地価の現況は、豊川市内の住宅地の宅地価格の平均で 80,000 円／㎡で

す。近年は低下を続けており、平成 16 年の 96,200 円／㎡から６年間で 20％近く

低下しています（図表 2-2-13）。 

図表 2-2-13 地価公示平均価格の動向（主要市との比較） 

96,200

91,600
89,200

80,000
86,50086,900

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

（円／㎡）

豊川市 豊橋市 岡崎市 蒲郡市 新城市 愛知県
 

【参考データ】 

（円／㎡） 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 

豊川市 96,200 91,600 89,200 86,900 86,500 80,000 

音羽町 66,300 65,500 64,300 63,700 63,300 - 

一宮町 86,000 83,200 81,300 - - - 

小坂井町 83,900 81,000 78,400 77,200 76,500 75,600 

御津町 80,300 77,500 75,100 73,100 72,100 - 

豊橋市 97,800 92,200 88,300 87,800 88,500 87,800 

岡崎市 97,600 96,400 95,800 98,300 101,200 98,700 

蒲郡市 89,500 84,900 80,700 78,100 76,700 74,800 

新城市 90,000 88,000 86,400 83,200 80,500 76,600 

愛知県 106,000 103,200 102,800 106,500 111,300 107,400 

資料：愛知県「土地に関する統計年報」 

注 ：地価公示による宅地の平均価格。地点数は、平成 21 年では豊川市は 27 地点の平均、

小坂井町は２地点の平均 
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（４）公営住宅の概況 

①県営住宅等の概況 

○市内の県営住宅は 10 団地、47 棟、1,440 戸あります（図表 2-2-14、15）。 

○建設年度は最も古い諏訪住宅で昭和 43 年度であるが、平成３年度以降に建設され

た築 20 年以下の団地が目立ちます。 

○県住宅供給公社の団地は１団地、旧雇用促進住宅は３団地あり、最も新しい団地で

昭和 60 年度に建設された豊川住宅であり、４団地とも建設後 25 年以上を経ていま

す。 

 

 

図表 2-2-14 県営住宅等の位置図（平成 22 年度現在） 

 

 

資料：愛知県公営住宅課、愛知県住宅供給公社、雇用振興協会資料に基づき作成 
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図表 2-2-15 県営住宅等の概況（平成 22 年４月１日現在） 

ＮＯ 団地名 構造 建設年度 棟数 戸数 供給主体 

県営住宅 

1 諏訪住宅 中層・高層耐火構造 昭和 43～21 年度 11 543 愛知県 

2 中条住宅 中層耐火構造 昭和 51～61 年度 4 79 愛知県 

3 御油住宅 中層耐火構造 昭和 54・55 年度 5 130 愛知県 

4 八幡住宅 中層耐火構造 昭和 57・58 年度 6 66 愛知県 

5 千両住宅 中層耐火構造 昭和 58～平成 12 年度 8 248 愛知県 

6 平尾住宅 中層耐火構造 平成元～3年度 5 124 愛知県 

7 牛久保住宅 中層耐火構造 平成 3・5 年度 2 73 愛知県 

8 西桜木住宅 中層耐火構造 平成 5年度 2 56 愛知県 

9 広石住宅 中層耐火構造 平成 5年度～10 年度 2 64 愛知県 

10 稲荷北住宅 中層耐火構造 平成 7・10 年度 2 57 愛知県 

合  計  10 団地 47 1,440   

愛知県住宅供給公社 

11 伊奈住宅 中層耐火構造 昭和 46 年度 2 60 愛知県住宅供給公社

雇用促進住宅 

12 中条宿舎 中層耐火構造 昭和 39 年度 2 72 雇用振興協会 

13 小田渕宿舎 中層耐火構造 昭和 41 年度 4 80 雇用振興協会 

14 豊川宿舎 中層耐火構造 昭和 60 年度 5 140 雇用振興協会 

合  計  ３団地 11 292   

資料 ：愛知県公営住宅課、愛知県住宅供給公社、雇用振興協会資料による 

注 ：雇用促進住宅の建設年度は開設年度を表している。 
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②市営住宅の概況 

○市町村合併により、豊川市の市営住宅は 27 団地となり、113 棟、1,209 戸管理して

います（図表 2-2-16、17）。 

○旧豊川市内の住宅は全て中層または高層の耐火構造です。 

○建設年度は、金屋住宅、蔵子住宅と赤代住宅の一部が昭和 40 年代後半で築 35 年程

度である。これらの団地は、耐火構造の住宅は耐用年数が公営住宅法（施行令）に

基づくと 70 年であり、その中間程度の年数を経ています。 

○旧３町の住宅は、木造平屋または簡易耐火、準耐火の構造である。特に旧御津町の

木造平屋建ての住宅は昭和 28 年度から建設されており、築 60 年近くを経ることと

なり、木造の耐用年数の 30 年をはるかに超えています。 

 

図表 2-2-16 市営住宅の位置図（平成 22 年度現在） 

 

 

資料：建築課資料に基づき作成 
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図表 2-2-17 市営住宅の概況（平成 22 年度現在） 

ＮＯ 団地名 構造 建設年度 棟数 戸数 

旧豊川市 

1 金屋住宅 中層耐火構造 昭和 47 年度 1 32

2 蔵子住宅 中層耐火構造 昭和 48・49 年度 1 44

3 赤代住宅 中層耐火構造 昭和 48～50 年度 4 128

4 豊川住宅 中層耐火構造 昭和 51 年度 1 40

5 野口住宅 中層耐火構造 昭和 51～53 年度 3 76

6 八幡住宅 中層耐火構造 昭和 52・平成 17 年度 2 64

7 東数谷原住宅 中層耐火構造 昭和 53 年度 1 28

8 平尾住宅 中層耐火構造 昭和 54・55 年度 2 92

9 東部住宅 中層耐火構造 昭和 56・59・62 年度 2 64

10 西豊住宅 中層耐火構造 昭和 57・58 年度 2 52

11 曙住宅 中層耐火構造 昭和 61 年度 1 28

12 弥生住宅 中層耐火構造 昭和 63 年度 2 32

13 第二曙住宅 中層耐火構造 平成元年 1 28

14 上野住宅 中層耐火構造 平成 2年 2 40

15 睦美住宅 中層耐火構造 平成 3年 2 48

16 御油住宅 中層耐火構造 平成 4年 1 30

17 諏訪西住宅 高層耐火構造 平成 4年 1 34

18 千両住宅 中層耐火構造 平成 6・8・11 年 3 92

19 穂ノ原住宅 高層耐火構造 平成 16 年 1 61

旧豊川市内（小計）： 19 団地   33 1,013 

旧御津町 

20 大恩寺住宅 木造平屋 昭和 34 年度 12 24

21 日暮住宅 木造平屋 昭和 28～35 年度 26 42

22 狐塚住宅 木造平屋 昭和 28 年度 7 9

23 広石住宅 簡易耐火平屋 昭和 42 年度 4 20

24 富士見台住宅 簡易耐火平屋 昭和 44 年度 4 16

25 みなと住宅 簡易耐火平屋 昭和 45 年度 5 20

旧音羽町 

26 萩住宅 簡易耐火平屋 昭和 41～45 年度 13 47

旧小坂井町 

27 さつき住宅 準耐火 2階建 昭和 58～60 年度 9 18

旧御津町・音羽町・小坂井町（小計）：８団地 80 196

合     計  27 団地 113 1,209 

資料：建築課資料
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  ２－３ ヒアリング調査結果のまとめ 
  

 

 

 対 象 ヒアリング内容 

 

市内の住宅需要の

特徴、課題、これ

からの方向など 

 

○愛知建築士会豊川支部 

 

○豊川建設業協会 

 

 

 

・主な業務、団体の活動 

 

・豊川市での住宅建設の動向 

・住宅需要の特徴 

 

・住まい・まちづくりの課題 

・今後の方向性 

・市への要望など 

 

○大手事業者（ハウスメーカー、

不動産業など） 

・Ａ社 

・Ｂ社 

・Ｃ社 

○住宅仲介事業者 

・Ｄ社 

・Ｅ社 

 

高齢者・市民など

のニーズ 

○社会福祉協議会 

・地域支援センター 

・包括支援センター 

 

 

・高齢者・障害者などからの住宅や住まい方

にかかわる相談 

 

・住まい・まちづくりについての課題 
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 愛知県建築士会 

豊川支部 

豊川建設業協会 Ａ社 

（大手） 

Ｂ社 

（大手） 

Ｃ社 

（大手） 

Ｄ社 

（仲介業） 

Ｅ社 

（仲介業） 

（１）当該団体・企業

の業務 

○設計事務所は、バリアフリ

ーと耐震化の業務が多い。 

○建築士会で建築相談を毎

月実施 

○ローラー作戦により市民

の方に耐震化をＰＲ 

○住宅専業の建設事業者は

市内には皆無 

○アパート建設と管理、一般

定期借地を行っている。 

 

○新築・分譲、建替え、アパ

ート経営など 

○マンション事業は豊川市

内では行っていない。 

○当社は郊外での供給は行

っておらず、市街地が中

心。 

○アパート・マンションの建

設、仲介・管理 

○マンションの適正供給戸

数としては豊川で年間100

戸程度と考えている。 

 

○建売りと中古マンション、

中古戸建て、賃貸の仲介 

 

○アパート等の仲介 

（２）市内の住宅需給の特徴 

①住宅の建設動向  ○土地区画整理により賃貸

住宅が増加した。 

 

 

○アパートが増え新築空家

が増加。新築でも中古と家

賃が変わらず、新築に住み

替える。 

○雇用の場が少なくなり特

にワンルームでは空き家

率が高い。 

○戸建て住宅価格は二極化

している。 

○当社による新築の 40～

50％がソーラーパネルを

設置。豊川市の補助額はや

や低い。 

○アパートは供給過剰で同

じ程度の家賃の新築に移

り住む。 

○エコポイントの駆け込み

需要があるが、断熱材がな

い。 

○住宅は建売りが主流で価

格が安くても土地は広く

なっている。 

○工場跡地を分譲する事業

も目立つ。 

○単身者向けの賃貸は空き

室が増えている。 

○中古は家賃を変えないと

新築に負ける。 

○アパートは供給過剰で値

下げやサービス競争が激

しい。 

○新築アパートでも２ケ月

ぐらい空きがある。 

○大手業者のアパートでも

空き室率が 20～30％ 

○建設 10 年で家賃を下げる

方向である。 

○単身のニーズが特に下が

った。 

○アパート経営はリスクが

高く、土地所有者は二の足

を踏む。 

②住宅ニーズの特徴  ○マンションは少なく、持家

志向が強い。 

○20 歳代後半から戸建て持

家の相談が多い。 

○アパートは余り出してい

る。 

 ○豊橋は大手支社が多く顧

客層が厚い。 

○諏訪町や豊川ＩＣ南、蔵

子、国府駅は人気が高い。

○名古屋に通勤する人は国

府駅周辺を希望すること

が多い。 

○住宅購入者の予算が下が

っている。 

○人気エリアは金屋中、東部

中学校区だが市場に出る

土地が少ない。 

○豊川市では住替えが進ん

でいない。 

 

○大半が市内の人・リピータ

ーで 30 代の若い人も多

い。 

○母子家庭は就労していな

い場合、保証人が近くにい

ない場合など入居できな

い。 

○アパート・マンションは供

給過多だが、駅前は人気が

ある。 

○一戸建て賃貸は需要があ

る。 

○市街地に住みたいという

ニーズは高い。良い物件

は、人気がある。 

○市街地に少なく音羽、御

津、新城などを紹介してい

る。 

○戸建て志向が強い。アパー

トの退去理由は市内戸建

てに移る人が多い。 

○市内ではマンションがな

かなか売れない。 

（３）豊川市の課題・今後の方向について（下記は、出された意見を分類） 

①高齢社会化への対応

について 

○共同住宅のミックス居住

促進が必要 

○開業医が多く、福祉サービ

スの展開を期待 

○借家は高齢者の方のみが

住み続けている。 

○介護サービスを含めて高

齢者専用の賃貸住宅事業

に力を入れる。 

○介護サービス付きの住宅

に対して支援措置がある

と良い。 

 

  ○グループホームも必要と

思うが、民間の力のみでは

難しい。 

○市街化調整区域ではアパ

ートをリフォームして共

用空間の増築ができない。

○民間と協力して独居老人

対策を検討してほしい。 

 

②空き家対策について ○戸建ての空き家が多くな

っており方策を考える時

期である。 

○古い借家の活用の方法が

あるとよい。 

   ○空き家対策として独居高

齢者の入居も考えられる

が、看取ることが課題 

○空き家や生活保護世帯の

実態を調査するべき 
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 愛知県建築士会 

豊川支部 

豊川建設業協会 Ａ社 

（大手） 

Ｂ社 

（大手） 

Ｃ社 

（大手） 

Ｄ社 

（仲介業） 

Ｅ社 

（仲介業） 

③住宅地等の開発につ

いて 

 ○事業用地の購入は相続か

廃業の場合であり、確保が

難しい。 

○建設業が仕事を増やして

いくことが重要 

○駅近くにおいては、高齢者

専用住宅などのニーズが

ある。 

○土地の有効活用を進める

ために高齢者向け住宅供

給の後押しを要望 

○売り出される土地は相続

と法人跡地が多い。 

○民間と協力した複合開発

を検討してほしい。 

○区画整理の土地の割り方

など、民間ノウハウを活用

してほしい。 

○土地を手放すときは、相続

か企業が資産整理を行う

時が多い 

○市街化調整区域でも実情

が市街化区域と変わらな

い地区を市街化区域へ編

入してほしい。 

○固定資産税などを下げる

と供給は上がりトータル

の税収増になるのでは。事

業者としては、固定資産税

が上がれば土地の売却が

増える。 

○先祖代々の土地という意

識が薄くなっており、相続

税は高くした方が土地は

動く。 

○ハウスメーカーなどは、ま

とまった土地を探してい

る。 

○市営住宅の供給は今度ど

のようになるのか。市営に

入居できずに来店する人

が多い。 

④定住促進について ○若い人に対する定住支援

を行い人口を増やす。 

○魅力的な店舗の誘致、雇用

の場づくりが必要 

○持家供給により賃貸から

地元での転居が促されて

いる。 

 ○民間でも少子高齢化の影

響は厳しく、人口を増やす

施策を要望 

○住替え支援や低利融資制

度等も必要 

  ○転入する人を増やすべき

である。 

⑤その他 ○耐震改修のための補助の

上乗せ、補助の規程の工夫

（補強強度）が必要 

○現在の市民病院敷地の活

用の検討が必要 

○東三河環状線の整備促進

が必要 

 

 

 ○企業誘致に力をいれてほ

しい。 

○名古屋よりも住みやすい

ので豊川のブランド価値

を高めてほしい。 

 ○市民病院跡地の活用は大

きな課題、民間と開発する

ことを要望 

○合併に伴い実情に合った

学区に見直してほしい。 

○豊川市は車社会であり不

便ではないが便利ではな

い。 

○再開発ビルの活性化や小

売が集まった便利な拠点

が必要。人を呼び込む都市

づくりが必要 
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豊川市社会福祉協議会 

地域福祉課：相談支援係（障害者）、地域支援係（コミュニティソーシャルワーカー）、包括支援センター 

 

ア）保証人がいないことなどによる住宅困窮 

○障害者で自立した生活ができる人で、家賃を払うことができても保証人がいないために、住宅

を借りることができないという相談がある。 

○特に精神障害者については、社会に偏見もあり、うつ病であっても理解されない場合が多く、

住宅確保に困ることがある。 

○ケアハウスやグループホームは不足しているが、障害に理解のある家主であれば、今後増える

可能性はある。 

○ケアハウスの多くは買い物や通院に不便な場所にある場合もあり、入居している高齢者等が生

活に不便である。 

○市営住宅についても単身者用が少ないという住宅の事情もあるが、保証人や緊急連絡先がない

場合に入居が難しくなっている。 

○一般の賃貸住宅の場合は、障害者の保証人確保の問題と、不動産協会による保証人審査会が通

りにくいというハードルもある。 

 

イ）高齢者の住み替えはなかなか困難 

○高齢者から住み替えたいという相談がある場合も、持ち家に比べてケアハウスなどが狭いこと

や、先祖代々の土地から離れる抵抗感がある。 

○金銭面に余裕のある高齢者については、介護付き住宅（マンション）にも入居が可能であり、

市内にもう少し建設されてもよいと感じる。 

○リバースモーゲージ※は、地価が下がっていることや持ち家の評価額も下がっていること、土

地をなかなか処分することができない経済情勢であることから、なかなか成立しないと思う。 

○市営住宅などのシルバーハウジングは、縦に整備されているが、一階に高齢者を集めて住んで

もらう形にすると高齢者同士の交流がしやすいのではないか。 

○空き室が多くなっている民間賃貸住宅を高齢者のために有効活用することはできないか。 

 

ウ）戸建て空き家も問題になりつつある 

○駅の近くは高齢者や障害者にとって住みやすいが、民間賃貸の場合は、家賃が高くなる傾向も

あり、その公的な対策が充実されるとよい。 

○丘陵部の戸建て住宅で親が施設に入所して、子どもが遠方に居住している場合などに、実質的

に空き家になっている。防犯や防災面で隣近所が心配しており、何らかの対策が必要になって

くる。 

 

 

※リバースモーゲージ 

自宅に住みながら自宅を担保にして、自治体や金融機関等から、生活資金の融資を受け、契

約終了時に自宅を売却して一括返済する制度。自宅を所有しているが現金収入の少ない高齢者

が、住居を手放すことなく収入を確保することができる。 
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３ 住まい・まちづくりの課題整理 

 

 

既存の計画や市民を対象としたアンケート調査（居住実態調査）、事業者等を対象とし

たヒアリング調査結果、資料の分析に基づいて、住まい・まちづくりの課題を整理する

と次のようになります。 

 

①都市の持続性を高めるために定住人口の確保 

【現況（補足）】 

○豊川市の総人口は、国勢調査においては平成 17 年の 181,444 人まで安定して伸びてき

ましたが、将来推計では平成 27 年の 183,913 人がピークとなり、それ以降は減少する

ことが予想されます。 

○平成 20 年秋の世界的な金融危機の影響により低迷し雇用力が低下したことを受けて、

人口が転出している可能性もあります。 

 

図表 3-1 人口の推計＜※再掲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典) 新市基本計画（豊川市・小坂井町合併協議会、平成 21 年） 

 

○豊川市の住宅や周辺環境は市民の 70％以上が満足と回答しています。通勤・通学の

流動においては流出超過になっています。 

・住宅や周辺環境の総合評価（アンケート問 16）：「満足」「やや満足」という回答者

は 71.4％ 

・豊川市は昼夜間人口比率が 95.5％（平成 17 年国勢調査）で、豊橋市や東三河地域、

岡崎市、名古屋市への通勤・通学の流出が目立つ。一方、同様の地域からの流入も

目立つ。 

○豊川市の世帯数は 61,777 世帯であり（平成 17 年国勢調査）、一世帯当たりの人員は
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昭和 30 年から現在の 2.94 人まで少なくなってきました。 

○アンケート調査結果によると、市内の転居、次いで市外からの転入が目立ちます。 

・居住歴（アンケート問 11）：「生まれた時からずっと住んでいる」が 15.0％、その

ほか 83.3％が転居経験あり。うち市内転居が 44.6％、「市外から転入」が 38.7％ 

・転居希望の場合の転居先の地域条件（アンケート問 26）：「買い物に便利な地域」

（50.5％）、「静かな地域」（36.1％）、「鉄道駅・バス停に近い地域」（24.7％）、「防

犯や防災面で安全な地域」（20.6％） 

・転居先の希望地域（アンケート問 27）：「豊川市の市街地」（37.1％）、「豊川市の郊

外」（22.7％） 

○定住促進には雇用の場づくり、産業の活性化が必要です。 

・たとえば、御津２区などにおける企業誘致、スモールビジネスの振興など、多様な

雇用の場づくりも必要（事業者等ヒアリング調査より） 

・住宅関連の事業の活性化のためにも、定住の促進が課題 

 

【課 題】 

＜定住人口の確保＞ 

○このため、快適に住み続けることができる環境づくりや、若い世帯の定住対策（市

内での円滑な住み替えが可能なしくみづくりなど）と転入の誘導とともに、その一

環として産業振興も課題です。 

 

＜世帯分離に対応した良質な住宅供給＞ 

○今後、人口が減少に転ずることが予想される一方で、世帯数、ひいては住宅戸数は

しばらく増える可能性があり、世帯分離に対応した住宅供給が課題です。 

○また、市民ニーズにそくした便利で良好な環境の地域への住宅供給が課題です。 

・良好な住宅建築を誘導する場として、土地区画整理事業の推進と、その地区におけ

る良好な戸建て住宅の建設誘導が課題です。 

 

②高齢者や障害者、子育て期の家族が住みやすい環境の形成 

【現況（補足）】 

○豊川市の年少人口の割合は 15.3％、高齢人口の割合は 18.0％（平成 17 年国勢調査。

平成 21 年の県推計では 20.6％））であり、少子高齢化がますます進むことは確実です。 

図表 3-2 年齢別人口（人） ＜※再掲＞ 

 

15 歳未満 

（年少人口） 

15 歳以上～ 

65 歳未満 

（生産年齢人口）

65 歳以上 

（老年人口） 
計 

総人口 

(年齢不詳を含む)

平成 17 年 
27,748 121,063 32,591 181,402  181,444 

15.3％ 66.7％ 18.0％ 100％ 

平成 21 年 

（参考） 

27,786 117,194 37,661 182641 182,683 

15.2％ 64.2％ 20.6％ 100％ 

資料：平成 17 年：国勢調査。平成 21 年：県による国勢調査をもとにした推計人口 

 

○地区（町丁）別では、高齢化率が 25％、あるいは 30％以上の地区は、周辺部のみなら
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ず市街地内においても目立ってきています。 

○また、近所づきあいでは「挨拶程度」という回答者が 56.3％と、緊密なつき合いが少

なくなっていることが懸念されます。 

・近所づきあいの程度（アンケート問 19）：「挨拶程度であまりつきあいがない」（56.3％）、

「顔見知りが多くつきあいがある」（28.7％）、「昔からの友人が多く親しい」（9.6％） 

・コミュニティにおける子育てや高齢者の居住支援などの支え合いを一層進めること

が課題。共同住宅においてはミックス居住を進めることも重要。グループ居住の推

進も今後の課題（事業者等ヒアリング調査より） 

○住宅と周辺環境については、満足度が低いのが「バリアフリーへの対応」「犯罪がない

安全な環境」です。 

・住宅と周辺の環境（アンケート問 17）の高齢者向け、子育て向けニーズに見る満足

度（「満足」「やや満足」の回答割合の合計） 

買い物・通院などの日常生活の便利さ（69.0％） 

公園・保育施設などの子育て環境（62.3％） 

耐震性・耐火性（52.4％） 

犯罪の心配がない安全な環境（47.4％） 

バリアフリーへの対応（36.3％） 

 

【課 題】 

＜高齢者の安心な居住＞ 

○高齢者が安心して住み続けることができる住宅づくりや、高齢者にとって身近な地域

における居住支援が求められます。 

 

＜住宅のバリアフリー化の促進＞ 

○入居者の高齢化などに伴い、市営住宅においてバリアフリー化を進めることや、居室

の規模と居住者数のミスマッチを解消していくこと（たとえば一人暮らしのためのワ

ンルーム的仕様など）が課題です。 

○公営住宅は、団地内や隣接地域に地域集会施設、公園などがあり、これらの施設を地

域住民とともにコミュニティ形成などに十分活用する必要があります。 

○民間住宅においても、加齢に備えるなど、誰もが暮らしやすい環境を整えるために、

バリアフリー化を積極的に促進していく必要があります。 

 

＜子育て中のファミリー層が安心して住めること＞ 

○市内への定住促進のためには、子育て期の世代が快適に住み続けることができる住宅

や周辺環境を充実することが必要です。 

○ファミリーサポートなど子育て支援の活動、高齢者・障害者福祉のための活動や地域

福祉の活動は盛んになりつつあり、市民活動と連携した居住支援策の充実を図ること

が必要です。 
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＜多世代の居住と交流＞ 

○地域の持続性を維持するためには、多世代が住み交流して支え合う地域となることが

必要であり、共同住宅においてもミックス居住の推進が求められます。 

 

③セーフティネットとしての住まいの確保 

【現況（補足）】 

○豊川市は公営住宅戸数が、人口に対して多い水準であり、人口の増加に対応して公営

住宅は住宅供給や定住促進の役割を担ってきました 

・平成 22 年度現在、市営：1,209 戸、県営 1,440 戸、県住宅供給公社:60 戸、雇用促

進住宅：292 戸。計：3,001 戸 

・平成 20 年度末（資料：愛知県統計年鑑「市町村別公営住宅等管理戸数」（各管理主

体資料）、「あいちの人口」21.4.1 人口） 

公営住宅管理戸数（県・市営・都市再生機構・公社）／人口（千人） 

：豊川市 15 戸／千人、豊橋市 18 戸、岡崎市 12 戸、蒲郡市 10 戸 

市営住宅管理戸数 

：豊川市 7戸／千人、豊橋市 11 戸、岡崎市 7 戸、蒲郡市 5 戸 

○市営住宅は、旧豊川市内においては建替えが必要になる時期が 10 年以上先ですが、旧

御津町、旧音羽町の市営住宅は耐用年数を超えて老朽化している木造平屋建等です。 

○民間賃貸住宅は、平成 20 年の世界的な金融危機以降、地域の雇用力が低下したこと、

豊川市にはもともと戸建て志向が強いことなどから供給過剰となっています。（事業者

ヒアリング （⑤）参照） 

 

【課 題】 

＜老朽市営住宅の建替え＞ 

○旧御津町の市営住宅は、老朽化しており、敷地面積が相対的に狭いことなどから、敷

地内での建替えに余地がなく用地の確保を含めて建て替えることが課題です。また、

旧音羽町の萩住宅も老朽化しており、将来のあり方を検討することが課題です。 

○市営住宅の役割としては、高齢化が進むことと、財源確保が厳しくなる中では、住宅

困窮者を受け入れるセーフティネットの役割が強くならざるを得ない（高齢者住宅化、

福祉住宅化）と考えられます。 

 

＜民間賃貸住宅のストックの活用＞ 

○市営住宅のみでは、住宅困窮者のニーズをまかないきれないため、民間賃貸住宅の活

用も含めて対策を検討することが課題です。 

 

④安全な環境確保ための防災や防犯などの対策 

【現況（補足）】 

○豊川市では、平成 14 年に「大規模地震対策特別措置法」に基づき、東海地震に係る地

震防災対策強化地域に指定されました。また、平成 15 年には「東南海・南海地震に係
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る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、東南海・南海地震防災対策推

進地域に指定されるなど、大規模な地震に備えた対策が急務となっています。 

○豊川市が策定した建築物耐震改修促進計画においては、住宅・建築物の耐震化対策を

進める際に住民組織や関連団体との連携から耐震相談・耐震改修の相談体制の強化を

図っています。 

○しかしながら、近年は耐震相談とともに耐震改修を手がける件数は、頭打ちとなって

います。 

・地震に対する家での備え（アンケート問 32）：「食料・飲み水の備蓄」（35.3％）、「大

きな家具類の固定」（31.2％）は相対的に多いが、「耐震診断」（12.8％）、「住宅全体

の耐震改修」（6.0％）、「耐震化のための専門家への相談」（3.2％）は少ない。 

○快適な居住環境の形成のためには、「犯罪のない安全な環境」の形成も重要です。（②

参照） 

 

【課題】 

＜大規模地震に備えた住まいづくり＞ 

○耐震診断、耐震改修を進めるためには、新たな促進策の検討が課題です。 

○また、地震や豪雨時に懸念される土砂災害の対策や、地域における防災対策の充実が

求められます。 

 

＜防災、防犯、交通安全の推進＞ 

○安全に暮らすことができるためには、防犯、交通安全にも配慮したまちづくりを地域

住民とともに強化することが課題です。 

 

⑤空き家対策やストックの活用 

【現況（補足）】 

○愛知県の空き家率は 11.0％、豊川市は 11.6％（平成 20 年住宅・土地統計調査。調査

時点の豊川市と小坂井町の空き家戸数／旧２市町の住宅総数）となっており、概ね 10％

が空き家になっています。 

○世界的な金融危機により、雇用者の減少に伴いワンルームを中心として賃貸住宅が供

給過剰となっており市場が崩れています。 

・新築アパートでもすぐに満室にならない。新築と中古の賃貸料の差が小さく、新築

に住み替える動きもある。（事業者等ヒアリング調査より） 

・賃貸住宅（アパート）の場所としては豊川市の市街地を希望する人が多いが、現状

は市街地に新しいアパートは少なく、周辺部に多い。 

・３ＬＤＫを中心としたファミリー向け賃貸住宅のストックが増えましたが、空き室

も目立っている。 

○また、戸建て住宅でも空き家が目立ってきています。市街地内や丘陵部の住宅団地で

も、単身高齢者が施設に入居することなどが原因です。（事業者等ヒアリング調査より） 

○豊川市においては、戸建て住宅の価格は 3,500 万円までのクラスが多く、若い世帯が

戸建て住宅を取得するケースも目立っています。 
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・豊川市は持ち家志向が強く、若い年齢層でも戸建て持ち家を求める傾向にあります。 

○東三河や愛知県の地価の構造としては、豊橋市をピークとした地価分布と、名古屋市

をピークとした地価分布が若干重なっていると考えられます。豊川市の住宅地価格は、

岡崎市や豊橋市よりも若干低く、蒲郡市や新城市よりも高くなっています。 

○市街地の賃貸住宅を求める人や、市内に持ち家を求める住み替え層が目立ちますが、

市街地には新たな賃貸住宅が少なくなっています。 

・賃貸住宅からの退去理由は持ち家取得のためが多く、市内に家を求める人も多い。 

（事業者等ヒアリング調査より） 

・建売住宅のための事業用地の確保が難しくなっている。事業用地として確保するこ

とができるのは、相続か工場跡地が大半 

・持ち家取得者は高齢単身となっても、住み替えに抵抗感を持っている。高齢者専用

のマンションがあると住み替えが進む可能性がある。 

 

【課 題】 

＜増加が予想される空き家対策の検討＞ 

○空き家対策には、所有者に管理や取り壊しなどを促すほかには、効果的な対策があま

りないのが実情ですが、豊川市においても地域とともに対策を考える時期に来ていま

す。 

○供給過剰となっている賃貸住宅市場の活性化が課題です。 

 

＜都市機能の利便性向上や居住地としての魅力づくり＞ 

○都市機能の利便性や居住地としての魅力を総合的に高めて、住宅需要を高めることが

課題です。 

 

＜ライフステージに応じて住み替えが円滑にできるしくみづくり＞ 

○賃貸に入居したファミリー層が市内で持ち家などに移り住み、高齢世帯になった場合

には、駅前などの便利な地域の賃貸に住み替えるなど、市内でのライフステージに応

じて手頃な借家に住み替えがしやすくなるしくみづくりも検討することが課題です。 

○このため、良質な住宅ストックを形成することや、既存住宅の耐震、バリアフリー、

環境負荷の低減のための改修を促すこと、住み替えやすくして多様な住宅が循環利用

されることが課題です。 

 

⑥緑と水の環境を活かした質が高い住環境の形成 

【現況（補足）】 

○豊川市は豊川水系と三河湾の水、奥三河を背後に控える本宮山などの山岳と丘陵の緑

が都市部の割に豊富であることが特徴です。 

○また、都市の構造としては、市内全体的に鉄道駅が多いことや、公共施設を広い土地

を活かして整えてきたこと、歴史文化資源として豊川稲荷と周辺の豊かな歴史文化を

持ち観光客を集めていることなど、都市的な魅力も豊富です。 

○豊川市の居住地としての魅力づくりの方向としては、生活の利便性を高めること、生



47 
 

活環境全般が良いこと、地域の雰囲気、働く場、自然の豊かさなどが市民に評価され

ています。 

・豊川の魅力を増す方向（アンケート問 34）：「病院や福祉施設に便利」（48.0％）、「生

活環境全般が良好」（38.9％）、「買い物に便利」（37.3％）、「住民や地域の雰囲気が

よい」（27.3％）、「のんびり生活しやすい」（26.4％）、「働く場があり活気がある」

（25.7％）、「川や山、海の自然が豊か」（22.1％） 

 

【課 題】 

＜自然、文化の魅力と都市魅力の創出＞ 

○快適に居住することができる豊かな都市としての都市イメージを高めて、居住・定住

促進が求められています。 

 

＜地区の特性に応じた良質な住まい・まちづくり＞ 

○さらに地区の特性に応じて、駅や病院に近い、買い物が行いやすい、水辺に親しめる、

菜園に出向きやすい、コミュニティがしっかりしている、歴史文化の雰囲気を楽しむ

など、多様な居住の魅力を掘り起こすことが必要です。 

○特に、駅や周辺の都市機能を活かして、徒歩圏で日常生活が営むことができるまちづ

くりが課題です。 

 

＜良好な環境や景観の住宅地の形成＞ 

○土地区画整理事業などによる良好な環境づくりや、地域の特性に応じた景観の形成な

ど、居住地としての文化性や風格を高めることが課題です。 

○市街化区域内の住居系用途において、住宅の建設促進と良好な住環境の形成を着実に

促進することが課題です。 

 

⑦多様なライフスタイルを実現できるまちづくり 

【現況（補足）】 

○近年ではスローライフなど環境にやさしいライフスタイルを指向する層も増えてきて

います。 

○全国各地で、屋根に太陽光発電パネルを設置することや壁面を緑化するなど、環境に

やさしいライフスタイルのために住宅を工夫する動き（ゼロエミッション住宅など）

もみられます。 

・ハウスメーカーの例では、エコポイント対象となるソーラーパネルを設置する住宅

が新築の 40～50％という報告もある。（事業者等ヒアリング調査より） 

○住宅改善の方向については、市民は省エネなどの環境対策についても今後改善したい

という回答が目立っています。 

・住宅の改善について（アンケート問 30） 

 省エネなどの環境対策 「既に実施」（7.1％）、「今後改善したい」（39.9％） 

 バリアフリー       〃  （19.9％）、   〃    （44.0％） 

 耐震改修や補強      〃  （11.9％）、   〃    （39.4％） 
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【課題】 

＜環境負荷が低い住宅や住まい方の普及＞ 

○豊川市の豊かな自然のなかで、環境にやさしいライフスタイルの普及を図ることが課

題です。 

 

＜豊川ならではのライフスタイルの実現の支援＞ 

○水と緑が豊か、海や山に近い、歴史文化資源が豊富であることなどを好み、豊川市に

住みたくなる人を掘り起こして居住・定住を図ることが課題です。 

 

⑧市民、事業者とともに住まいを考える 

【現況（補足）】 

○上記までの課題を解消するためには、狭義の住宅政策ではなく、広い意味での住まい・

まちづくりが不可欠であり、行政のみでは対応しきれません。 

○国の住生活基本計画においては、「地方公共団体とまちづくり等に主体的に取り組む地

域住民の団体、ＮＰＯ、民間事業者等との連携促進」、また、「あいち住まい・まちづ

くりマスタープラン 2015」においても「地域特性を活かし、多様な主体が参画する」

方向が目指されてきました。 

 

【課題】 

＜住宅市場の活性化＞ 

○事業者が地域組織、市民活動団体と連携して、これからのニーズに合った住宅供給や

改修などの事業の普及を図り、住宅関連産業や地域の活性化を図ることが課題です。 

 

＜住まい・まちづくりのための協働の取り組み＞ 

○地域組織やボランティア団体などが、住まい方や居住支援の活動を充実することが求

められます。 

○住まい方について市民が意識を高めて、地域の環境を管理して魅力と価値を高めてい

くような取り組みを協働で進めることが必要です。 
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