
豊川市住宅マスタープラン策定委員会

第３回　議事要旨

■日    時：平成23年 5月 25日（水）15：00　～　17:00

■場    所：豊川市役所　本３４会議室

■配布資料：

・次第

・【資料１】アンケート調査結果

・【資料２】住宅マスタープラン骨子（案）その１

・【資料３】住宅マスタープラン骨子（案）その２

・【資料４】策定スケジュール（案）

■議    事：

１．開会

２．新委員紹介

３．議事

　（１）第２回策定委員会以降の経緯について

　（２）アンケート調査結果について

　（３）住宅マスタープラン骨子（案）について

　（４）その他

４．その他

５．閉会

■出 席 者 ：三宅委員長、小川副委員長、杉浦委員、鈴木委員、奈須委員、大村委員、

竹本委員、尾﨑委員・オブザーバー

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

白井主任

社団法人地域問題研究所　田辺、安藤

■傍聴人：２名 

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８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。

 

２．新委員紹介

・今年度から新しく委員に就任した、杉浦委員、竹本委員、尾崎委員の紹介が行われた。な



お、同じく新委員の天野委員については、所用により欠席との報告が行われた。

 

３．議事

（１）第２回策定委員会以降の経緯について

《説明》事務局：第２回策定委員会以降の経緯

《協議》

委員長：

・本日の資料作成の作業状況と、作業部会の報告という内容でしたが、質問、ご意見などが

あればお願いしたい。

・この議題の詳しい内容は、この後に説明がありますので、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受けることもできますので、

そのときに発言をお願いしたい。

 

（２）アンケート調査結果について

《説明》事務局：【資料１】アンケート調査結果

《協議》

委員長：

・アンケート調査結果について、ご意見があればお願いしたい。

委　員：

・初めての参加となりますので、既に検討されているようでしたら、ご了承いただきたい。

このアンケート調査結果は、良かったことは書いてあるように見えるが、課題はどのよう

なものがあったのか。ご説明の中で、田原・蒲郡との比較があり、利便性については豊川

の方が高いとの結果であったが、今後、９年10年かけてまちづくりを行っていく中で、

人口増ということを想定しているのかお聞きしたい。

事務局：

・アンケート結果の課題につきましては、次の議題になるのですが、アンケート結果も含め

て全体的な課題をだしております。人口についてですが、日本全国で人口が減っていく傾

向がありますが、本市の総合計画や都市マスタープランの人口推計では、今後10年で若

干減る可能性もありますが、ほぼ横ばいで現在の人口が維持されるということになってお

ります。

委　員：

・豊川市は住みよい市町ですので、是非とも若い方に住んでいただける計画にしていただき

たい。また、そこを重視した場合には、人口増を目標とした方がよいのではないか。人口

が20万になると中核市に近い位置づけとなりますし、人口20万人を前提としたうえで住

宅をどうしようかと考えなければ、漠然とした話になってしまうと思う。

事務局：

・先程ご説明をいたしましたが、住宅マスタープランの上位計画である、総合計画や都市マ

スタープランにおいても、平成27年が人口のピークで、その後若干ではありますが減少

を続けていくことになります。20万人という数字は確かに一つの目安となる数字だとは



思いますが、住宅マスタープランとしましても、上位計画との整合を図りながら進めてい

きたいと思いますのでご理解をお願いします。

 

委員長：

・若い人をどうやって豊川に向けるかということを考えた時に、魅力ということでいうと、

若い人の近所づきあいが少なくなっていたり、自治会に入らないということがまず大きな

課題としてあるのではないか。ただ、住宅マスタープランというのは、住宅のことを担当

する部局が行っているので、こういったことまでを計画の対象とできるかというのはある

と思いますが、事務局で関連する部局と検討を行って考慮していただきたい。アンケート

の年齢別の分析がもう少しあったほうがよいのではないかと思う。

副委員長：

・委員長のお話しに関連するかもしれませんが、比較的郊外の住宅地に居住希望が高く、生

活でも利便性を求めており、それに対する重要度も高くなっており、アンケート全体の結

果をみてオーソドックスな結果ではないかと感じた。

委　員：

・アンケートの回答者の属性を聞いていますが、市全体の属性と比べていただきたい。また、

地区別にいろいろなデータを出していただいているが、地区ごとの属性や課題のまとめの

ようなものがあったほうがよいのではないか。合併もしているので、地区で課題も違うの

ではないかと思う。

・先程の人口の話ですが、例えば人口が18万人から20万人になるのはうれしい喜びだと思

いますが、地区ごとに考えていくと、うまく地区の魅力をアピールできて、地区の余力を

活かせるのではないか。目指すのは18万人かもしれませんが、多くなるかもしれないし、

少なくなるかもしれないという揺れの中で、住宅政策をどういうふうに準備していけばよ

いのかを考えていけばよいと思うので、地区ごとに考えていくのは有効だと思う。

委　員：

・小坂井が平成22年の２月に合併して、昨年度都市計画マスタープランで、旧小坂井町が

豊川市のどういう位置づけになるのかということが発表されましたが、小坂井は面積が小

さいけれども道路・鉄道の交通の便が良いということで、くらしのゾーンに分類されてい

たと思う。そうしたことによって小坂井がどうなっていくのかということも踏まえて、考

えていきたいのでよろしくお願いしたい。

委　員：

・感想になりますが、御津や一宮といった郊外と、代田や金屋という若い人が住んでいるま

ちなかでは数字に開きがあるということが印象に残った。

委　員：

・自分が日頃感じていることが数字としてでている。中学校区でいえば、郊外の校区と商店

街などがあるような市街地の校区では、考え方に違いがあるなと感じた。私も東部中学校

校区の出身であるが、お年寄りが多く、高齢の２人暮らしで、広い大きな家に住んでいる

方が多かった。病院などにも遠く不便なところがあるが、みんな楽しく暮らしていた。若

い人は、子どもの塾などに不便だから、駅が近いところなどまちなかへ引っ越すことが多

かった。

・先程、若い人が住めるようなまちにしたいというご意見があったが、人口が増えないとい

うことになると、高齢者が多くなってくるので、若い人が住みよいことはもちろんである



が、高齢者が安全・安心に暮らせるまちづくりをしていただきたい。会議に参加するにあ

たり、何をやれば市が発展するのかと考えているが、あれをするにはこれがダメと考えれ

ば考えるほど何もできないと感じる。

委員長：

・アンケート結果については、先程のご意見のように、高齢層をこういうかたちにしたいと

いう思いがあるのでしたら、結果を読んで、この意見とこの意見を組み合わせると、私が

考えていることが、豊川市に住んでいる方の総意となるのではないかと見ていただければ

この調査がいきてくるのかと思う。

・まとめとして、回答者の属性について市全体と比較して、このアンケートが偏ったものと

なっていないか確認していただきたい。

事務局：

・資料の９ページをみていただきたいのですが、冒頭に属性をまとめておりますが、職業で

みますと、働いている方が 47.7％、自営業の方が11.3％、専業主婦の方が 36.4％でグラ

フの右側にＮとありますが、その下の数字が実際の人数ですが、これをみても男性と女性

の割合も半々程度。その下に年代別の回答がありますが、20代でやや少ないですが全体

を通して万遍なくご回答いただいているかと思います。

委員長：

・アンケート結果については、だいたい上手く反映されているということでよいと思います

が、２、３ページ使って検証していただきたい。

・地区別のことについて、ご意見がありましたが、旧豊川市と合併地域の４町で実態に差が

あると分かって、旧豊川でも一つずつの校区でということは少し難しく、４町も含めて都

心的なところと周辺ということで３つか４つの地区に分けて、分析していただくともう少

し素直に結果がでるのではないかと思う。また、地区の特徴が分からない方も分かるよう

に冒頭でそれぞれの特徴を略記していただきたい。

・19ページになりますが、①から⑥で住宅関係、それ以降が住宅周辺の環境でまとまって

おり、これはこれで構わないのですが、満足とやや満足を合わせた満足側の高いものから

並べかえていただくと、特徴的なことが一目で分かるので考慮していただきたい。

・それでは、この議題についてはこれで終わりとして、次の議題に移らせていただきたい。

 

（３）住宅マスタープラン骨子（案）について

《説明》事務局：【資料２】住宅マスタープラン骨子（案）その１

                【資料３】住宅マスタープラン骨子（案）その２

《協議》

委員長：

・住宅マスタープランの骨子について、ご意見があればお願いしたい。

・本日ご欠席の企画部長からのご意見があるとのことですので、お願いいたします。

事務局：

・基本理念で３つの案が示されているが、どれも豊川市でなくとも使えるフレーズなので、

「ずっと住みたい　豊川」などのように、フレーズの中に豊川をいれるのはいかがか。

・きれいなフレーズは心に残らないので、今後は市町村名を変えただけでどこでも使えるよ



うなフレーズは避けていただきたい。10年計画なので慎重に考えるべきではないか。

委　員：

・キャッチフレーズは特徴がないということを第一に感じた。豊川市は海・川・山すべてが

あるのでそういったことを文言にいれていただきたい。施策の中で、下水や道路整備の話

が出ていないが、住まいを考えるときには、ライフラインを抜くことはできないので、そ

ういったことも考慮していただきたい。

事務局：

・海・山・川は確かに一理あるのですが、他の都市でも海・山・川はありますので、それだ

けで豊川市らしさというのは、なかなか出しづらいと考えていますので、是非ともいい言

葉がありましたらご意見をいただきたいと思います。

・道路・下水については戦略的な施策の言葉としてはでていませんが、個別の施策の中では

検討しておりますので、次回の会議ではでてくると思いますので、よろしくお願いします。

委員長：

・基本理念で、コミュニティというか、いろいろな階層がまじって暮らすというような話が

でてくればと思いますが、先程のお話しでは、あるところではお年寄りばかりになって、

あるところでは若者がばかりということですので、おじいさんも、親も子もみんな一緒に

くらすという意味で、案１の「時代へつなぐ」というのはいいと思いますが、時代へつな

ぐ内容は何だということになりますので、そのあたりをもう少し考えていただきたい。

副委員長：

・案の２と３では自然のことがはいっていて、案の１では人間関係がいわれています。豊川

は先程のアンケート調査をみると、蒲郡などに比べると豊川は自然環境を重視していない

感じがあるので、自然を代々受け継ぎ、自然を基に各世代の人々が交流をするという意味

で、案１に近いものを支持したい。安全・安心を外して、「次代へつなぐ、心豊かで暮ら

せる住まい・まち」として、副題で豊川らしい自然をいれていただきたい。

委　員：

・きれいな言葉がつながっているだけで、目新しくこれはいいという言葉はなかなか出てこ

ない。住宅ということに関してはいるが、もう少し使途を絞ってキーワードを考えてはい

かがかと思う。市民憲章を策定するメンバーになっていたが、市民憲章は以前のものが、

細かく長かったので、それを簡素化する方向で行った。

委　員：

・やはりどこででも当てはまるような理念はいかがかと思うので、豊川市独自のものをいれ

て考えていただきたい。

委　員：

・今の段階で基本理念を考えるのは難しいので、これはこのままにしておいて施策の内容な

ど細かいところを詰めて、方向性をだしてから検討をしてもよいのではないか。

委　員：

・理念については、委員の皆さんの総意で決めていただければと思いますが、本日決めなけ

ればいけない訳ではないので、先程のご意見のように、案１・２・３をミックスするよう

な案を次回までに作成して、次回の委員会で施策の内容なども検討したうえで、決めてい

ただくことでよいかと思う。

委　員：



・何のために基本理念をつくらなければならないのか。県は前回の基本計画の時に基本理念

をやめている。理念をつくるのであれば、いくつか方法はあると思いますが、分野別の方

向性があって、そこから基本理念にどういう役割を求めるかだと思いますので、分野で共

通する取組み姿勢とする方法や、細かいことはあるけれども全部まとめたものとする方法

など、何に使うのかをよく考えれば見えてくるのではないか。また、理念は行政向けにつ

くるのか、市民に訴えるためにつくるかでも変わってくるので、その辺りも考えていただ

きたい。

事務局：

・確かになぜ基本理念が必要かといわれると、確かにそうだなと思います。他の市町を見ま

しても必ず計画には基本理念があるので、当然必要なものだと思っておりましたが、やめ

てしまうのも一つの方法かと思います。しかし、皆さまから貴重なご意見をいただきまし

たので、もう一度作業部会で検討させていただきたいと思います。

 

委員長：

・資料３の施策の体系を中心にご意見があればお願いしたい。

委　員：

・認知症の方が暮らしているコミュニティでうまくいっている事例があれば教えていただき

たいということが以前の策定員会であったのでお話しさせていただく。認知症ではないで

すが、アルコール中毒の親子を訪ねたときの話で、そこは昔ながらの住宅で隣近所が連

なっているようなところなのですが、訪ねた時にたまたま近所の方が外にいて、「あなた

たちは何をしにきた」と近所の人に声をかけられ、訪ねてきた理由を説明すると、私たち

が見ているから大丈夫と言われた。新しい住宅地ではなかなかそこまでならないが、地域

の人たちが関心をもって、地域で見守るというか、あまり入り込み過ぎるのもいけないが、

そういうことが重要ではないかと思う。

副委員長：

・今のお話しのように人的な対応もあるが、戦略２－４の住み替え支援やグループ居住につ

いて、住宅だけではなく、地域としての居住施設が重要になるのではないか。いろいろな

人が集まって何かやれるところが必要ではないか。それは戦略３－１のまちなか居住では、

空き店舗を使うことなどにつながるのではないかと思う。アクティブ戦略というか、戦略

をつなげるようなことが必要なのではないか。

事務局：

・そういった意味で横断戦略というものを位置づけております。戦略２にも該当するし戦略

３にも該当するようなものを、総括してその中で内容を検討していければと思います。

委員長：

・それは住宅部門の課だけではなく、関連する様々な課が集まって検討するということで

しょうか。

事務局：

・過去の施策から、今後やっていかなければいけない施策まで 60程度の施策を作業部会に

おいて検討しています。今回の策定委員会では内部的な意思決定の都合でだしておりませ

んが、次回の策定員会では具体的な施策を出していきたいと思います。

副委員長：



・高齢者の広い住宅の空き家を若い子育て世代に貸すような制度などもあり得るのではない

か。

事務局：

・郊外のお年寄りがまちなかに移って、子育てする世代が自然豊かな郊外へと移るという住

み替え支援のイメージはあるのですが、細かい施策としてどうするのかというのは難しい

ところですので検討させていただきます。

副委員長：

・環境との共存・共生という意味で、言葉だけではなくアクティブなモデルとなるものが必

要ではないか。自然というのはどこからでも海が見えるという意味ではなく、身近な所で

川があって、緑があるなど生活と一体化した自然というものが豊川では重要なのではない

かと思う。そんな豊川型の自然と共存した住宅のイメージが提案できると、よい計画にな

るのではないか。

委　員：

・戦略２－２と２－３がどこで分かれるのかが、わかりにくい。２－２が高齢者の施設など

のハード面で、２－３が先程のお話しのような地域の支え合い、ソフト面という整理はで

きる。

・環境については、課題の整理で環境についての話がなく、突然、基本目標（３）ででてく

るようにみえる。⑥の「水と緑の環境を活かした住環境の形成」があるが、これは豊川と

しての魅力づくりのような感じがしており、それを考えて４つの基本方針をどう理解する

かを考えると、１つ目は災害などに対する安全、２つ目はハンディキャップのある人など

の安心、３つ目が地域のまちなかの居住や中心市街地の問題、道路や下水といった地域の

課題など、４つ目が豊川の魅力を高める方策なのかと思う。先程お話しがあったように、

環境というのは、豊川の魅力アップのところにいれた方がよいのではないか。住み替えも、

魅力のあるところに住み替える支援とした方が分かりやすい。また、市営住宅は戦略２の

方ではないかと思うので、もう少し、全体的に意図がわかるようにしていただきたい。

事務局：

・今回の骨子（案）では４つの基本目標で整理しておりますが、４つで決まっている訳では

ありませんので、再度いただいたご意見を参考に整理させていただきたいと思います。

 

委　員：

・戦略３－４の環境にやさしい住宅の整備というのは、他の戦略的施策に比べて範囲がもの

すごく広いので、戦略的施策の一つで取りあげるのがよいのか、基本目標にするのか、そ

の辺りも考慮して再構成していただきたい。ここが豊川の特徴をだせるとことではないか

と思う。

 

委　員：

・戦略１－１で住宅・住宅地の耐震化の促進というのが一番始めにあがっているが、住宅の

耐震化というのはわかるが、住宅地としたときに具体的な施策が何かあがっているのか。

事務局：

・東日本大震災があって、住宅施策の担当課としてやはり耐震化を促進して、少しでも耐震

化率を100％に近づけていきたいという思いで一番始めにしています。住宅地の耐震化と



いうのは、ブロック塀など住宅地の敷地での安全性や避難路の対策などを考えており、土

砂災害対策など大きな項目については、１－２の地域における防災対策で考えております。

委員長：

・東海でも大震災が確実にくると言われているので、大震災が起こった後にこうするといっ

たことが体系的に書かれているというのは非常に重要なことではないか。災害が起こった

後の、仮設住宅の対応やボランティアの派遣などの対応策を事前に準備する意味でも、マ

スタープランに記述があってもよいと思うので、作業部会でご検討をお願いしたい。その

前にまず、県がどのようにお考えかをお聞きしたい。

委　員：

・危機管理ということだと思いますが、ぜひともマスタープランに記述していただければと

思う。県の住宅施策の中ではあまり考えていなかったかもしれないが、災害時の仮設住宅

の準備や、応急修繕の対応、地震が起きてから３日間の初動期の対応など計画の中で位置

づけておければよいのではないか。

事務局：

・豊川市でも職員の緊急対応マニュアルがありますが、東日本大震災があったときに改めて

見直すと課題がみつかって、現在見直しをしています。しかし、災害が起こったときの細

かな対応を住宅マスタープランという大きな施策の中で位置づけていくのはなかなか難し

いのかと思います。

委　員：

・豊川市でもそうだと思いますが、県の方で仮設住宅の建設候補地を登録していただいてい

るが、今回の東日本大震災で津波の被害があって、改めて県内を見直すとこれは津波が

あった場合使えないのではないかという敷地があるので、再整理を今後行わなければと考

えている。県でも防災計画に基づいてということはあるが、住宅の視点から抜き出して記

述することは考えられるのではないか。

事務局：

・仮設住宅と応急修繕の話など、住宅の部分を抜き出すことは可能ですので、検討させてい

ただきます。

委員長：

・阪神大震災で大きな課題になったのが、仮設住宅に移動するときや、仮設住宅から公営住

宅などに移動する際にコミュニティをどう維持するかということであった。東日本大震災

でも神戸の時に比べて大きな議論をされているが、コミュニティということに対するある

種の責任をどうするのかを考えなければならない。コミュニティは長い時間をかけてでき

ていくものはあるが、そういったものがどうやったらつくれるのかということを、住宅マ

スタープランでは範囲にはいらないかもしれないが、居住マスタープランとして、市全体

として議論をする意識をもっていただきたい。

委　員：

・よく整理していただいていますので、私はこれでもよいのかなと思う。

 

（４）その他

《説明》事務局：【資料４】策定スケジュール（案）

 



委員長：

・事務局より、23年度の予定が説明されました。このあと第４回と第５回の委員会が残っ

ている訳ですが、次の第４回が住宅マスタープランの全体がみえてくる重要な会議になる

かと思いますので、皆様のご議論をお願いしたい。

・本日はこれで終わりにしたいと思いますが、最後に事務局から連絡等をお願いしたい。

 

４．その他

・議事録の送付。

・次回の会議予定。

 

５．閉会

以　上


