
 

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住宅・住環境をめぐる主な現状と 

 

題 
 

 
 
（１）住宅・宅地需給の状況（資料：住宅土地統計調査、建築統計年報）

○総住宅数は 72,240 戸（平成 20 年）。平成 10 年から 20 年にかけて

の 10 年間で約 1.5 倍。一世帯に対する住宅数は 1.1 戸 

○平成 10年から 19年までの新築住宅着工戸数おおむね年間 1,700～

1,800 戸で、平成 17 年に 1,993 戸と伸びて以降は減少 

（２）住宅の基礎的状況（資料：住宅土地統計調査） 

○平成 20 年では「持ち家」が 70.0％。「民営借家」は 22.7％（豊橋

市と岡崎市の民間借家は約３割） 

○「一戸建て」が 71.6％を占めており、「共同住宅」は 26.0％ 

○「木造」が 37.3％、「防火木造」は 32.2％、「非木造」は 30.5％。

「防火木造」がほかの市より多い。 

○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」38.20 畳、「延べ面積」111.40 ㎡ 

○建築基準法が改正される昭和 56年以前の住宅の割合は 32.7％ 

（３）地価の動向（資料：土地に関する統計年報） 

○住宅地の宅地価格の平均で８万円／㎡（平成 21 年）。近年は低下を

続けてきた。 

（４）公営住宅の概況 

○県営住宅は 10 団地、47 棟、1,440 戸、県住宅供給公社の団地は１

団地、雇用促進住宅は３団地 

○市営住宅は 27団地、111 棟、1,205 戸。旧御津町には木造平屋等あ

り 

３-２ 政策課題 へ

 

 

（１）住生活基本計画（平成 22 年度改定） 

～計画期間：平成 23年度から平成 32 年度～ 

【住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標】 

①安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築 

②住宅の適正な管理及び再生 

③多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境

整備 

④住宅の確保に配慮を要する者の居住の安定の確保 

 

 

（２）あいち住まい・まちづくりマスタープラン 2015 

（平成 18年度策定）※平成 23年度改定予定 
～計画期間：平成 18年度から平成 27 年度～ 

【目標とするあいち居住の目標像】 

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）第五次豊川市総合計画（平成 22 年度改定） 

～計画期間：平成 18年度から平成 27 年度～ 

【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」 
 
 
（２）都市計画マスタープラン（平成 22年度策定） 

～計画期間：平成 23年度から平成 32 年度～ 

【都市づくり基本理念】 

・集約型都市構造を目指す 
・豊かな自然と歴史あふれる本市の特性を活かす 
・魅力あるまちとして持続的に成長し続けていく 
 

 
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 

 
【都市将来像】 

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 

 
 
■団体・事業者等のヒアリング調査結果 
（１）市内の住宅需給の特徴 

○戸建て持ち家志向が強い。マンションは少ない。 

○アパートが増え新築空室もある。供給過剰。駅前や市街地は人気が

あるが、これらの地域は供給が少ない。 
（２）豊川市の課題・今後の方向 

①高齢社会への対応 

○介護サービス付き住宅、グループ居住に支援が必要 

②空き家対策について 

○戸建て空き家の対策が必要な時期に来ている。 

○空き家や生活保護世帯の実態調査が必要 

③住宅地等の開発について 

○事業用地の確保が難しい。売り出される土地は相続と法人跡地 

④定住促進などについて 

○定住対策、人口を増やす施策、企業誘致等を要望 

１ 上位計画・関連計画の整理 

１－１ 国・県における住まい・まちづくりの方向

１－２ 豊川市の上位計画・関連計画 

２-３ ヒアリング調査結果のまとめ
 
 
■市民対象の居住実態調査 

○住宅や周辺環境の総合評価：「満足」「やや満足」の合計が 69.3％ 

○居住歴：「生まれた時からずっと住んでいる」が 14.3％、そのほか

84.1％が転居経験あり。うち「市外から転入」が 38.7％ 

○近所づきあいの程度：「挨拶程度であまりつきあいがない」が 55.5％

○転居先の地域条件・希望地域： 

＜条件＞：「買い物に便利な地域」（44.5％）、「静かな地域」（36.0％）、

「鉄道駅・バス停に近い」（28.0％） 

＜地域＞：「豊川市の市街地内」（31.5％）、「豊川市の郊外」（26.5％）

○住宅と周辺の環境：高齢者向け、子育て向けニーズ「満足」「やや満足」の合計

買い物・通院などの日常生活の便利さ（68.5％）、公園・保育施設な

どの子育て環境（62.5％）、耐震性・耐火性（55.3％）、犯罪の心配が

ない安全な環境（46.6％）、バリアフリーへの対応（39.7％） 

○地震に対する家での備え：「耐震診断」（12.3％）、「住宅全体の耐震改

修」（5.2％）、「耐震化のための専門家への相談」（4.1％） 

○豊川の魅力を増す方向：「病院や福祉施設に便利」（48.1％）、「生活環

境全般が良好」（39.0％）、「買い物に便利」（36.0％）、「のんびり生活

しやすい」（26.3％）、「住民や地域の雰囲気がよい」（25.0％）、「働く

場があり活気がある」（25.0％）、「川や山、海の自然が豊か」（22.5％）

２-４ アンケート調査結果のまとめ

 
 
（１）人口・世帯数（資料：国勢調査） 
○人口は平成 17 年では 181,444 人。その後、緩やかに増加しており、

平成 23 年２月速報値では人口 181,822 人。 

○世帯分離が進んでおり（平成 17年では 2.94 人）、世帯数は増加 

○年少人口の割合は 15.3％、高齢人口は 18.0％ 

○地区（町丁）別の高齢人口の比率は、ほぼ全ての地域で割合が高まり、

市街地においても、25％～30％未満、30％以上の地区が増加 

（２）就業（資料：国勢調査） 

○就業人口は増加（平成17年：98,212人）した。昼夜間人口比率は 95.5％

（３）土地利用・土地利用規制等（資料：豊川市及び愛知県調べ等） 

○市街化区域が 21.7％、市街化調整区域が 78.3％ 

○市街化区域のうち第１種住居地域が 33.0％で、住居系用途地域が

61.3％ 

○地区計画は８ケ所・193.1ha 
（４）土地区画整理事業（資料：区画整理課資料） 

○土地区画整理事業が施行済み 23箇所、施行中３箇所（1,242.5ha。市

街化区域の 35.7％）施行中の箇所は、「豊川西部」「豊川駅東」「一宮

大木」 

（５）公共交通（資料：豊川市地域公共交通総合連携計画） 

○鉄道駅が 19 駅と多い。バス等の路線は鉄道駅などを拠点に運行。今

後、バス路線をより充実する方向 

 

２－１ 豊川市の概況 

２ 住まい・まちづくりにかかわる豊川市の現状 

２－２ 住宅・宅地にかかわる概況 

資料２ 

住宅マスタープラン骨子（案）その１ 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住宅・住環境をめぐる主な現状と課題 
 
 

 

 

 

 

 

①都市の持続性を高めるために定住人口の確保 

○定住人口の確保（住み続けることができる環境、若い世代の定住対策） 

○世帯分離に対応した良質な住宅供給（良好な環境の住宅供給） 

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 

○高齢者等の安心な居住（安心して住める住宅、居住支援） 

○住宅のバリアフリー化の促進（民間住宅も含めたバリアフリー化） 

○子育て中のファミリー層が安心して住めること（快適に住める環境づ
くり、地域福祉や市民活動と連携した居住支援） 

○多世代の居住と交流（地域や共同住宅でのミックス居住） 

③セーフティネットとしての住まいの確保 

○老朽市営住宅の建替え（旧御津町の住宅など） 

○民間賃貸住宅のストックの活用 

④安全な環境確保のための防災や防犯などの対策 

○大規模な地震に備えた住まいづくり（耐震診断、改修） 

○防災、防犯、交通安全の推進（地域住民とともに安全対策） 

⑤空き家対策やストックの活用 

○増加が予想される空き家対策の検討（空き家対策の検討、賃貸住宅市
場活性化） 

○都市機能の利便性向上や居住地としての魅力づくり（利便性や総合的
な魅力の向上） 

○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（多様
住宅の循環利用） 

⑥水と緑の環境を活かした住環境の形成 

○自然、文化の魅力と都市魅力の創出（都市イメージ向上とＰＲ） 

○地区の特性に応じた良質な住まい・まちづくり（駅周辺などのまちづ
くり） 

○良好な環境や景観の住宅地の形成（景観形成など） 

⑦多様なライフスタイルを実現できるまちづくり 

○環境負荷が低い住宅や住まい方の普及（環境にやさしいライフスタイ
ルが可能な魅力づくり） 

○豊川ならではのライフスタイルの実現の支援（魅力を活かした住みた
くなる人の掘り起こし） 

⑧市民、事業者とともに住まいを考える 

○住宅市場の活性化 

○住まい・まちづくりのための協働の取り組み 

３ 課題 

【理念： キーワード】 
＊水と緑   ＊ゆたかな（豊かな）   ＊快適な   ＊安全・安心   ＊次代へつなぐ 

＊住みよい・暮らしやすい    ＊住みたくなる   ＊夢を持つ、夢のある   など 

※豊川市住宅マスタープラン（現計画）：「都市の豊かさを支える魅力ある住まい・まちづくり」 

（案１）次代へつなぐ 心豊かで安全・安心して暮らせるまち 

～子どもからお年寄りまで市民が手をつなぎ まちと自然が調和した豊かな住まいづくり～ 

（～みんなでつなぐ 自然と調和した豊かな住まいづくり～） 

※安心して暮らしが営めることと、協働で住まい・まちづくりを進めることを強調 

○成熟社会を迎え、安全で安心して住み続けることができるまちを目指す。 

○豊川の良さである水(海・川)と緑(山)の自然に調和したまちづくりや、身近でも水や緑を大切にした住まいづく

りを子どもからお年寄りまで、地域や事業者など、市民が一体となって進める。 

（案２）安心して心豊かな暮らしを楽しめる水と緑の都市（～住む都 とよかわ～） 

※安心して暮らしが営めることと、豊川の良さを活かして定住できるまちづくりを進めることを強調 

○誰もが日常生活を安心してすごすことができ、豊川の良さである水と緑が豊かな環境を大切にして定住する（暮

らし続ける）ことができる住まい・まちづくりを目指す。 

○自然が身近で、都市的な環境も整い多様なライフスタイルを実現することができ、隣人とともに暮らしを楽しめ

るまちづくりを進め、これからの時代において居住の場、定住する都市としてふさわしいまちづくりを進める。

（案３）光と水に映え、ゆたかな暮らしを築くまち 

※豊川の良さを活かして質が高いライフスタイルを実現することができ、定住できるまちづくりを進めることを強調

○自然を身近に感じることができる快適な居住環境・都市環境と、安心して快適に暮らせることができる身近な環

境を築く。 

○この恵まれた環境を舞台として、豊かな暮らしを実現することができ、これからの時代において住み続けたくな

ると感じてもらえる住まい・まちづくりを進める。 

【第五次総合計画：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 

■豊川市のまちづくりの方向 

【新市民憲章（平成 23 年 4 月 1 日から）】 

（前文）わたしたちは、豊川市民であることに誇りと責任をもち、互いに手を携えて、豊川市が永遠に求める将来像、

『光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち』をめざしてこの憲章を定めます。 

（本文） 一 きよらかな山河、輝く海、自然を守り住みよいまちに 

一 歴史に学び、明日を創る、文化の香りあふれるまちに 

一 健康で、はたらくことに夢をもち、力を合わせて豊かなまちに 

一 よい子、よい友、よい家庭、次代へつなぐ共生のまちに 

一 心を合わせてきまりを守り、安全で安心できる希望のまち 

【都市計画マスタープラン：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

４－１ 基本理念（案） 

■基本理念の検討 


