
豊川市住宅マスタープラン策定委員会

第２回　議事要旨

■日    時：平成23年２月10日（木）15：00　～　16:30

■場    所：豊川市役所　本３４会議室

■配布資料：

・次第

・【資料１】施策進捗状況検証シート

・【資料２】住まい・まちづくりの現状と課題

・【資料３】アンケート調査結果概要

・【資料４】住まい・まちづくりの現状と課題の整理、理念の検討

■議    事：

１．開会

　　委員長あいさつ

２．議事

　（１）第１回策定委員会以降の経緯について

　（２）旧住宅マスタープランの検証について

　（３）住まい・まちづくりにかかわる現状と課題について

　（４）現状の整理

　　　　関係機関ヒアリング調査結果について

　　　　アンケートの集計結果について

　　　　課題の整理

　（５）その他

３．閉会

■出 席 者 ：三宅委員長、小川副委員長、山田委員、小野委員、鈴木委員、奈須委員、

            大村委員、大林委員、伊藤委員

■事 務 局 ：建設部建築課　佐竹次長、大須賀課長、中西主幹、宮澤課長補佐、長坂主任、

　　　　　　白井技師

社団法人地域問題研究所　田辺、安藤

１．開会

・会議の公開及び議事録について、公開することの確認が行われた。

・会議の成立について、策定委員会設置要綱第６条に基づき、委員の10名中９名の出席に

より、既定の半数以上が出席しているため、会議の成立が報告された。

 

委員長あいさつ

・委員長を務めさせていただいている三宅でございます。本日は年度末も近づきお忙しい中、

２回目の豊川市住宅マスタープラン策定委員会に出席いただきありがとうございます。

・本日は、第1回策定委員会で検討したアンケートも集まり、集計も途中経過ではあります

が、説明していただけること、来年度策定される住宅マスタープランの基礎になる、現状

や課題を整理して提案されるということで、委員の皆様の積極的な意見等をお願いします。

本日も何らかのかたちで皆様にご意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたい。

 



２．議事

（１）第１回策定委員会以降の経緯について

《説明》事務局：第１回策定委員会以降の経緯について

《協議》

委員長：

・本日の委員会開催のために２回の作業部会が行われて、前回マスタープランの検証、関係

機関へのヒアリング、アンケートの集計などの検討を行ったとのことでしたが、ご意見が

あればお願いしたい。

・質問が無いようですので、これまでの経過は了解したと言うことで次の議題に移りたい。

なお、後ほど一括して質問をお受けすることもできますので、そのときに発言していただ

きたい。

 

（２）旧住宅マスタープランの検証について

《説明》事務局：【資料１】施策進捗状況検証シートについて

《協議》

委員長：

・前回策定した住宅マスタープランから、この10年間に合併もあり、状況が大きく変わっ

ていること、また、社会情勢も大きく変わり、法も整備され高齢者の施策などは特に増え

て細分化している部分もあると言うことで、この検証作業を継続して行い、今後の策定委

員会に、提案するとの内容であった。ご意見があればお願いしたい。

・私から申しますと、前マスタープランの検証の最後には今後の方針がつくものと思います

が、各課との調整があり大変だとは思うが、内部の調整はできれば急いで行っていただき、

次回の委員会でご報告いただきたい。

・質問が無いようですので、議題については了解して次の議題に移りたいと思うが、次の議

題については、事務局から議題３と４については、関連があるため併せて説明したいと申

し入れがあったため、その申し入れを認め、議題３と議題４を一括して説明をお願いした

い。

 



（３）住まい・まちづくりに関わる現状と課題について

（４）現状の整理

　　　関係機関ヒアリング調査結果について

　　　アンケートの集計結果について

　　　課題の整理

《説明》事務局：【資料２】住まい・まちづくりの現状と課題

　　　　　　　 【資料３】アンケート調査結果概要

　　　　　　　 【資料４】住まい・まちづくりの現状と課題の整理、理念の検討

《協議》

委員長：

・現状と課題、ヒアリング、アンケートなどを踏まえて、基本理念の検討まで資料を整理し

ていただき、ご説明いただいた。皆様のご意見をお願いしたい。

・ご質問が無いようですし、本日の内容はまだまだ議論中のところもありますので、本日の

議事の全貌を踏まえて、委員の皆様から一言ずつご指摘やご感想をいただいて、次の会議

の時に集約を図るようにお願いしたい。まずは、副委員長より順番にお願いしたい。

 

副委員長：

・説明していただいて豊川市の全体が分かってきた。平成21年で高齢化率が全体で20％と

比較的若いと思うが、地域で見ると中心部の市街地は若いが、北と南の郊外は高齢化が進

展しており地域差が随分とあるので、今の段階から高齢者の住宅をどうしていくか対策を

進めていくことが必要。

・アンケートでバリアフリー、地震など安全性の確保に関する要望が高いので、これはどう

いう人達が感じているのか、築年数はどのくらいなのか、分析を進めていくことが必要。

・ヒアリングは豊川市の特徴が端的に表れているが、戸建て志向が強くて、民間の借家は限

界で空き家がでている状況からすると、恐らくマーケットは小さく限界にきている。戸建

て志向、高齢者となるとリフォーム・改修とバリアフリーを今後どのように考えるかが課

題となる。また、空き家の活用は、空き家を借り上げて必要な人、高齢者に貸し出すよう

な制度やみんなが集まる場所として、高齢者や子育ての場として活用するような検討も必

要ではないか。高齢者の生活は、介護サービス付き住宅やグループ居住など福祉をくっつ

けなければならず、住宅のバリアフリー化だけでは不十分なので、福祉との連携が必要。

そして、それをどううまく結びつけていくかが市の仕事として重要なことではないか。

・市として情報を提供し、うまく回転させることが重要で、空き家情報やリフォームで大工

工務店の登録など、こういうことをうまく行政がアピールしていくことで、市が直接行わ

なくても住宅がよくなる仕組みがあるのではないか。

・かつてはシルバーハウジングなど公的な住宅で高齢者対策を行っていたが、これからは高

齢者の増加とともに問題が大きくなっているので、それぞれの持ち家をどうしていくか、

民間住宅をどう福祉と連携してどう改善していくかが、全地域的な課題としてあるのでは

ないか。

・（資料２，P46-P48）課題の⑥⑦⑧が重要で、特に「⑦多様なライフスタイルを実現でき

るまちづくり」で豊川のライススタイルをうまく提案できれば、他所からも人が来るし、



自分達もずっと住んでいたいまちになるので、この部分を今後しっかりと議論することが

必要。

 

委員：

・豊川市の連区長会で、特に市街地の連区長が困っているのが、町内会に入らない人達が増

えているので、そういった方々にどう行事に参加してもらい、町内会費をいただくかが課

題である。（資料２，P41）課題の①に定住人口の確保がありその通りだと思うが、でき

るだけ若い人が住めるまちを目指していただきたい。

・（資料３，P12）アンケートの「近所づきあい」と「地域行事への参加」であるが、この

結果をみると、近所づきあいがある人が 40％以下になっており、地域行事へ積極的に参

加している人も少ない状況で、こういったことが豊川でもどんどん進んでいる状況にある

と感じている。新しくアパート・マンションが建ったときにどう地域と関わっていくかな

ども課題として考えていただきたい。

 

委員長：

・本来、コミュニティというのは住宅政策の範囲外にあり、日本全国をみてもコミュニティ

について住宅政策で取り上げているところは少ないと思うが、コミュニティが政策課題と

ならなければいけない。明快な回答、成果があるわけではないが、町内会・自治会関係の

力も借りて、市役所をあげて支援体制をつくっていくようなことも検討していかなければ

ならない。

・例えば自治会への加入を義務づけるということは、行政は責任を持たなければならないた

め、なかなかこういった計画に記述することは難しいと思うが、必ず実現するという責任

は持てないと思うが、努力する責任はあると思うので、出来るだけのことをやって市とし

ての責任をどうするか検討していかなければならない。

 

委員：

・（資料２，P42）課題②で「高齢者・障害者・子育て期の家族が住みやすい環境の形成」

という項目があって、その中にバリアフリー化の促進があるが、例えば豊川市でも要介護

の方のバリアフリーのリフォームや耐震改修などの支援があるが、そういった各分野での

支援策を迅速に市民の方に知らせてもらえるようなネットワークが必要。

・介護福祉の関係で、一人暮らしの高齢者が増えているので、包括支援センターとのタイ

アップが今後すごく重要なことになっていくのではないか。

・豊川は歴史的な部分で魅力があるので、若い人が住みたくなるまちという意味では、観光

資源を活用して、豊川の魅力づくりをしていただきたい。

 

委員：

・いろいろ資料をみせていただいたが、内容としてはある程度予想ができることである。た

くさんの資料を調べるには大変なエネルギーを使ったと思うが、このエネルギーが実にな

るような計画としていただきたい。

・市民の方が豊川のどの辺に住みたいと思っているのか、若い人、子育て、老後でどういう

意向を持っているか、そういうライフステージにあった支援なり、まちづくりを行ってい



かなければならない。

・個人的には東三河の豊川は天災もなく素晴らしい住みやすくいいところだと思う。

・計画を実行するには、お金が必要なので、お金を節約できるようなまちづくりを行ってほ

しい。住宅は個人のことなので市もどこまで手助けできるかということはあると思うが、

市も節約して、建物だけではなく、道路の関係も福祉の関係も含めて総合的にやっていた

だきたい。

・世帯人員が減って、高齢者の一人暮らしも増えているが、そういう方たちは本当に一人で

住むことを望んでいるのか、一緒に住みたくても住めないのかなどを調べて、実情にあっ

た対策が必要ではないか。

・資料の中で土地がないと書いてあるが、私の住んでいる周辺は古い家が多い。建て直すに

はお金がない、借家だから立て直せないなど個人の問題ではあるが、そういったことにも

配慮が必要ではないか。

 

委員長：

・どこにどういう人がいるか、どこに住んでいる人が現状に満足しているかは分かるので、

アンケートの集計を工夫していただきたい。一人暮らしの高齢者については、回答が少な

いと思うのでなかなか難しいと思うが、あえて何らかのかたちで分析して、もう一度実状

を関係者にヒアリングするなど、先に進めながら分析していただきたい。

 

委員：

・高齢者に関するアンケートですが、介護高齢課で 65歳以上の方にアンケートを行ってい

るので参考になるのではないか。

・いろいろと訪問をさせていただいているが、独居の認知症を持っている方が非常に多い印

象がある。認知症に対する周囲の理解もないため、認知症サポーター養成講座などを行っ

ているが、なかなかそういう取組みが広まらないのが現状である。また、高齢者からの相

談で多いのが、病院をでた後の施設がない、施設が空いていないという相談である。先日

老人ホームを訪問してきたが、入居待ちが230人ということであったが、それが普通の状

況という説明であった。本来ならば、家族と一緒に住めることがよいと思うが、それが難

しいときに安心して暮らせるようにする必要がある。

 

委員：

・アンケートの結果についての感想だが、住宅改善の要望で「省エネ」、「バリアフリー」、

「耐震」の項目が高いが、この３つについてはすでに減税措置など奨励がされているにも

関わらず、なかなか進まない状況である。さらに改善を推進する必要があるならば、豊川

市として何かプラスアルファの施策が必要ではないか。

・第５次総合計画の都市の将来像で「光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち」

というまちづくりの目標があるので、太陽光などに力をいれて、他の市町よりも分かりや

すい施策ととっていただくとよいのではないか。

・最近業務をしている中で気になったことであるが、ご高齢の方で子供が外に出て行ってし

まい、大きな家に一人や二人で住んでいて部屋を持て余しているとのことで、増築ではな

く減築の相談があった。



 

委員：

・今回のアンケート結果で予想外だったのが、居住の継続希望で「住み続けざるを得ない」

というのが非常に多いことである。総合計画の実施にあたって２年に１回アンケートを

行っており、最近では平成21年に行っているが、その中で、豊川市は「住みよい」「ま

あまあ住みよい」と回答した方が 86.9％であったので、「住み続けざるを得ない」方は

どういう意味で「ざるを得ない」のかが気になるところである。

・総合計画でもコミュニティに重きをおいているが、総合計画のアンケートでも「地域の付

き合いや人間関係の満足度」では 57.6％が「満足」「まあ満足」ですので、その他の方

を「満足していない」とすると、近隣の人間関係は割合低いのが現実としてあります。ま

た、町内会の加入率は 80％を下回っていますので、ここを何とかしたいということで、

アパートへのチラシの投げ込みを行ったり、町内会の連絡先の入ったゴミ袋を配布したり、

アパートの大家へ交渉して町内会への加入を契約の時の条項とするようお願いをしている

が、なかなか効果が表れていない。

・（資料３，P12）今回のアンケートの「地域行事への参加」で、町内会の役員の方が10％

程度いますが、本来はこんなに多くありませんので、町内会の役員の方は非常に意識の高

い方が多いのだと改めて感じました。今回の住宅マスタープランではヒアリングをしっか

りとやっていますので、地域の実情などは町内会長へヒアリングを行っていただければと

思います。

・これまでの住宅マスタープランでは、コミュニティ政策は触れてこなかったというお話し

がありましたが、今回は（資料２，P48）課題⑧の中で「住まい・まちづくりのための協

働の取り組み」が入っておりますので、ぜひこういう面を含めて総合計画と合わせた計画

としていただきたい。

 

委員：

・安全・安心に暮らせるまちということで建築行政を含めて行っているが、皆様からご意見

をいただいたように、まず耐震の問題があります。命を救う住宅ということで考えると、

個人の住宅も含めて耐震は重要であると考えているが、なかなか耐震改修の件数は伸びて

いません。今回、豊川市で従来の耐震改修補助60万円にプラス 30万円を経済対策として

25名限定で行うこととしたので、この辺りの動向を見ながら、今後は独自の施策も含め

て検討していきたい。

・市営住宅は1,200戸ほど豊川市内にあるが、旧御津町及び旧音羽町の市営住宅は老朽化し

ており、旧御津町の住宅については何としても建て替えをしていかなければならないとい

うことで、旧豊川市の住宅に移転をしていただくことを始めている。住み慣れた地域に住

みたいという願望もあると思うが、それをクリアしていくためにはいろいろな問題がある

ので、できるだけ住民の方々に住み慣れたところで暮らしていただける条件整備をしてい

く必要がある。

 

委員長：

・耐震改修、省エネ、バリアフリーの設置補助などをうまく連携して何かできればよいが、

耐震改修の上乗せについてもう少しご説明をお願いしたい。

事務局：



・耐震改修の補助についてご説明させていただきます。蒲郡市が同様の取組みを２月１日か

ら10件に 30万円を上乗せするということで始めていますが、既にいっぱいとなっている

とのことです。私どもは３月の上旬から募集しますが、25名がすぐにうまってしまうも

のなのか、60万円が 90万円になるとどの程度の効果があるのか、今後の状況をみながら

耐震化の施策の検討をしていければと思います。

委員：

・今年度の耐震補助の申込みは何件あったのか。

事務局：

・今年度の状況で申し上げますと７件の耐震診断の申込みがありました。耐震診断などは、

建築士にお願いしてローラー作戦を行っているためある程度進んでいるが、耐震改修を行

おうとすると一軒 180万円程度のお金がかかるため、今回上乗せした補助でも 90万円で

１/２、従来ですと 60万円で２/３の手持ちの資金が必要になりますので、ご高齢で年金

暮らしの方などには厳しい面があるのかと考えています。

委員：

・耐震改修の補助は何年以前の建物が対象となるのか。

事務局：

・昭和５６年以前の建物が対象となります。

委員：

・60万円で７件しかない耐震改修の申込みが、90万円にしたからといって大幅に増えると

は考えにくいのではないか。

委員長：

・蒲郡市はなぜ件数が増えたのか。

事務局：

・今回の耐震改修の上乗せの 30万円の補助金というのは、来年度耐震診断を行って耐震改

修を行えばよいということで、現在耐震診断を行っていなくとも取りあえず手をあげるこ

とができるので、申込みだけはしておいて実際に耐震診断を行って費用を見た時に辞めて

しまう方もいるのではないかと思います。

委員：

・耐震改修の工事中は家に住むことはできないのか。

事務局：

・家に住みながら改修を行うことができます。

委員：

・改修工事の期間はどのくらいかかるのか。

事務局：

・耐震改修に併せて壁紙を変えるなど追加工事を行うことが多いため、期間は工事の内容に

よって変わります。

委員：

・耐震診断をやっているとあまり聞いたことがないが、どのようにしているのか。



事務局：

・耐震診断については、毎年、市の広報やラジオ、イベントでお知らせはしているのですが、

なかなか件数が伸びませんので、ローラー作戦で職員や建築士の方が、古い家に訪問して

耐震診断のお願いしています。

委員：

・アンケートにもありますが、食料や水の確保、家具の固定などを行っている家は多いです

が、家が壊れてはどうしようもないので、もう少しＰＲしていただきたい。

委員：

・バリアフリーのリフォームをするときに、介護保険以外で市としての補助はあるのか。昔

は、建築士と福祉関係の専門家でアドバイスをしながら改修行うものがあったが、現在は

あるのか。

事務局：

・バリアフリーの補助は、介護保険の中で行うものはあるが、一般の住宅への助成はありま

せん。

事務局：

・愛知県の方で、介護の関係と建築士を派遣して総合的な支援を行うものがあったが、介護

保険対象者で行っていた。

委員：

・介護保険がでてくると、65歳以上で介護保険を使っていない方は対象ではなくなってし

まうので、そういう方も含めて補助があってもよいのではないか。

委員長：

・バリアフリーの改修についても、耐震改修のように限定で行うことがあってもよいのでは

ないか。行政はどうしても一度行うと引っ込めることをしないが、今回の耐震改修の上乗

せの補助のようにとりあえずやってみて、効果がなければ引き下げるということがあって

もいいのではないか。

副委員長：

・安城市でバリアフリーの改修に介護保険プラス10万円を行っており、年によっても違う

が年間 70件程度の申込みがある。

委員長：

・本日はご議論ありがとうございました。本日の議論をまとめていただいて、次回の会議に

反映していただきたい。

 

（５）その他

・議事録の送付。

・次回の会議予定。

 

３．閉会

以　上


