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第第１１章章  計計画画策策定定ににああたたっってて  

第第１１節節  計計画画策策定定のの背背景景  

 豊川市では、平成 7 年（1995 年）9 月に市議会において、環境と共生するまちを実現す

るための「環境宣言」を決議し、平成 10年（1998 年）3 月には「豊川市環境基本構想」を

策定しました。 

 しかし、市民の日常生活や事業者の通常の事業活動に伴う環境負荷の集積によって、10

年の経過とともに環境問題も大きく変化し、従来実施してきた対策の枠を超えた対策が必

要になりました。 

そこで、持続可能な社会をつくり、市民が健康で文化的な生活の確保を目的として、市・

市民・事業者の責務、基本理念、基本方針など環境の保全や創造に関する基本的な方向を

定めた「豊川市環境基本条例」を平成 21年（2009 年）に策定しました。 

 この条例の基本理念を実現するため、環境の保全および創造に関する取組を総合的かつ

計画的に実施することが必要となっています。 

 

第第２２節節  計計画画のの目目的的  

豊川市環境基本計画は、豊川市環境基本条例第 9 条の規定に基づき策定するもので、本

市の環境行政を明確にし、環境の保全や創造に関する総合的、体系的な取組を示すもので

す。 

 本計画では、本市の望ましい将来像、目指すべき環境像、環境像ごとの環境目標を掲げ、

その環境目標を達成するための取組として市の施策、市民・事業者の行動を示します。 

 また、環境基本法、愛知県環境基本条例、豊川市総合計画との関連は、以下のとおりで

す。 

 

 
環境基本法

愛知県環境基本条例

豊川市環境基本条例

豊川市総合計画

豊川市環境基本計画
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第第３３節節  計計画画のの期期間間  

 本計画の対象期間は、平成 22 年度（2010 年度）から平成 31 年度（2019 年度）の 10 年

間とします。 

 

 

 

また、今後の社会情勢などの変化に応じて、見直しを行うこととします。 

 

第第４４節節  計計画画のの対対象象範範囲囲  

今日、本市でもごみ問題、生活排水による河川の水質汚濁問題、そして地球温暖化、生

物多様性の喪失といった地球規模での環境問題など、様々な解決すべき問題が、私たちを

取り巻いています。 

そこで、本計画の対象とする環境は、日常の身近な問題から地球規模の問題まで幅広い

分野に対応するため、生活環境、都市環境、自然環境、歴史的・文化的環境、地球環境と

します。 

また、対象とする地域は、市内全域とします。 

 

第第５５節節  計計画画のの位位置置づづけけ  

本計画の構成は、以下のとおりとします。 

 

 

 

豊川市環境基本計画の目標年度：平成 31 年度（2019 年度） 

目指すべき環境像の実現に向けた目標

環境目標を達成していくための取組

特に優先的に取り組むべき施策

将来像 次世代に向けた豊川市の望ましい将来像

豊川市の目指すべき環境像

環境目標

環境像

取組

重点施策

豊川市環境基本計画

豊川市環境基本条例
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第第２２章章  地地域域のの概概要要とと特特性性  

第第１１節節  豊豊川川市市のの概概要要  

１．市の自然的・社会的概要                       

 本市は、愛知県南東部に位置し、市域面積 160.63km2、人口 183,197 人（平成 21年 10 月

1 日現在）の東三河の中心的都市です。 

 自然的条件は、市の北部から西部にかけて森林が広がり、東部には国内有数の清流であ

る豊川が流れ、中央部に沖積台地、南部に沖積平野、南西部は三河湾に面しており、山・

川・海のある豊かな自然に恵まれています。気候は、太平洋岸式気候に属し、温暖で過ご

しやすい地域です。 

 社会的条件は、名古屋市から約 60km、豊橋市の中心地から約 8km の距離にあり、東名高

速道路、国道 1 号・23 号・151 号などの幹線道路や、名鉄名古屋本線・豊川線、JR 飯田線・

東海道本線の 4本の鉄道と JR 東海道新幹線が通っており、この地域の交通の要衝として重

要な位置を占めています。 
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２．市の沿革                               

 本市は、三河国府が置かれるなど、古くからこの地方の政治、経済、文化の中心として、

近世においては、東海道、姫街道の街道筋のまち、豊川稲荷の門前町として栄えてきまし

た。 

 昭和 14 年に海軍工廠の建設が始まるとともに、人口も急激に増加し、昭和 18 年には、

豊川町、牛久保町、国府町、八幡村の 3 町 1 村が合併し、県下 8 番目の市として誕生しま

した。しかし、第二次世界大戦中、市内の海軍工廠が被爆により壊滅し、工廠閉鎖・終戦

とともに人口も半減しました。その後、市民の再建への努力が実を結び、市勢は徐々に復

興し、昭和 30 年に八名郡三上村、昭和 34 年に宝飯郡御油町と合併し、その後、平成 18年

（2006 年）2 月に宝飯郡一宮町、平成 20年（2008 年）1 月に宝飯郡音羽町と同郡御津町の

2 町、平成 22 年（2010 年）2 月に宝飯郡小坂井町と合併しました。 

 昭和 43 年に豊川用水の全面通水、昭和 44 年に東名高速道路豊川インターチェンジなど

が整備され、施設園芸を中心とした生産性の高い農業振興、海軍工廠跡地や三河湾の臨海

部などへの企業誘致による工業振興、市街地開発による商業活性化などにより、目覚しい

復興を遂げ、農業・工業・商業のバランスのとれた都市として発展しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔豊川市の位置と市域〕
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第第２２節節  豊豊川川市市のの地地域域特特性性  

１．豊かな自然環境                               

 本市は、緑豊かな自然環境を形成しています。北部から西部に広がる森林は、本宮山山

頂付近と財賀寺一帯の自然林や佐奈川上流域のコナラ林、宮路山山頂付近のコアブラツツ

ジ林など、多様な森林環境を有しており、多くの動植物が生息・生育しています。そして、

市街地では自然豊かな社寺林などの樹木が身近に自然を感じさせてくれます。 

 本市は、多くの河川に恵まれています。特に、一級河川である豊川は、国内有数の清流

として豊かな自然環境を有しています。また、二級河川である、市街地を流れる佐奈川と

音羽川、市南西部を流れる御津川は、三河湾に注いでおり、河川沿いの桜並木や水の流れ

が多くの市民にやすらぎと潤いを与えています。 

２．恵まれた歴史的資源                             

 本市は、年間数百万人の参拝客が訪れる日本三大稲荷である豊川稲荷のほか、国の指定

文化財として、旧東海道の面影を残す御油の松並木をはじめ、三河国分寺跡、三河国分尼

寺跡、三明寺の三重塔、財賀寺の仁王門、法住寺の木造千手観音立像、大恩寺の絹本著色

王宮曼荼羅図、菟足神社の大般若経などがあります。また、県の指定文化財として、砥鹿

神社の田峰の銅鐸、龍源寺の黒門などがあり、多くの歴史的資源が保存されています。 

３．バランスがとれた産業                            

 本市は、農業・工業・商業のバランスがとれた都市です。 

 農業については、肥沃な耕地と、温暖かつ適量の降雨に恵まれた気候という自然地理的

好条件の環境にあり、東三河の中核的な農業地帯となっています。大葉、菊、バラなどの

施設園芸をはじめ、稲作、畜産など多様な農業がバランスよく発展しています。 

 工業については、主要な幹線道路が縦横に配置されていることから、輸送機器・一般機

器・電気機器を中心に多くの工場が進出し、東三河内陸工業地帯の中核を担っています。

また、臨海部では企業立地が進んでいます。 

 商業については、市内に多くの商店街があり、中でも豊川地区商店街と諏訪地区商店街

においては、県の活性化モデル商店街に指定されており、地域の食・人・歴史などを活か

した特徴ある新時代商店街として、広く注目を集めています。 

４．利便性の高い交通体系                            

 東名高速道路豊川・音羽蒲郡両インターチェンジがあり、東京や大阪方面との物流や観

光に威力を発揮しており、隣接する豊橋市に JR 東海道新幹線の駅があります。また、JR

東海道本線・飯田線、名鉄名古屋本線・豊川線の各駅があり、名古屋・豊橋方面などの行

き来に利用されています。  
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第第３３章章  豊豊川川市市がが目目指指すす姿姿  

第第１１節節  理理念念とと方方針針  

  本計画は、豊川市環境基本条例の基本理念、基本方針の実現に向けた環境施策や環境

活動を、総合的かつ計画的に推進するための、環境の保全や創造に関する計画です。 

  以下に豊川市環境基本条例に掲げられている基本理念と基本方針を示します。 

 

 

（1）環境の保全や創造は、市民が健康で文化的な生活を営むうえで欠くことのできない健

全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに将来にわたって維持されるよう適切

に行わなければならない。 

（2）環境の保全や創造は、人間が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受け

ていることを認識して、生態系の均衡や生物の多様性の確保に配慮し、自然と人とが

共生していくことを目的として行わなければならない。 

（3）環境の保全や創造は、環境資源や環境の価値が有限であることを認識して、資源やエ

ネルギーの合理的かつ循環的な利用により、環境への負荷の少ない持続可能な社会を

構築することを目的として行われなければならない。 

（4）環境の保全や創造は、地域の環境が地球環境と深く関わっていることを認識して、全

ての事業活動や日常生活において地球環境保全に資するよう行わなければならない。 

 

 

 

（1）人の健康が保護され、生活環境が保全されるよう公害を防止し、大気、水、土壌など

が良好な状態に保持されること。 

（2）生き物の生息又は生育に配慮し、健全な生態系の確保を図るため、水資源や森林資源

を保全するとともに、森林、樹林地、水辺地、河川、農地などを適正に維持管理し、

人と自然との豊かなふれあいが確保されること。 

（3）資源やエネルギーの合理的かつ循環的な利用をするとともに廃棄物の発生を抑制し、

環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。 

（4）歴史的又は文化的な環境の保全、良好な景観の形成、身近な自然空間や人にやさしい

都市施設の整備を推進し、快適で良好な環境を創造すること。 

基本理念 

（本市環境基本条例 第 3条より） 

基本方針 

（本市環境基本条例 第 8条より） 
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第第２２節節  将将来来像像  

  本計画は、豊川市環境基本条例の基本理念に基づき、次世代に向けた本市の将来像

を設定します。 

 

環環境境行行動動都都市市  ととよよかかわわ  

～～次次世世代代にに誇誇れれるるままちちををつつくくろろうう～～  

 

 環境行動都市 とよかわ 

 近年のごみ問題や地球環境問題は、これまでの事業者のみが原因者となるのではなく、

市民一人ひとりが原因者となりうる問題です。我々の暮らす豊川市の良好な環境は、

市・市民・事業者がそれぞれの役割分担のもとに、考え・行動することで、守られ・創

られていく必要があります。 
 
 次世代に誇れるまちをつくろう 

20 世紀は経済活動を重視し、物の豊かさを享受してきました。しかし、経済発展に

よる大量生産、大量消費、大量廃棄に伴う環境負荷の増大により、自然の力だけでは回

復できない状況となっています。私たちは、地球が有限なシステムにより成り立ってい

ることことに気づきつつも、環境に対する配慮をおろそかにしたために、破壊された環

境が、私たち人間の健康や生存そのものにとって、大きな脅威となっています。 

持続可能な社会の形成のためには、市・市民・事業者が連携し、様々な創意工夫を凝

らしていくことが必要です。今後、環境と共存した経済活動を実現するには、環境対策

を織り込んだ新しい経済の形に移行することが重要です。 
私たちは、将来を担う子どもたちからこの地球やまちづくりを付託されています。今

こそ知恵と力を結集し、安心してこのまちで暮らせるように、21 世紀初頭の私たちの

選択が正しかったと誇れるようにすることが必要です。 

 本計画では、本市の環境を良好な状態で保全・創出していくために、「環境行動都市 

とよかわ ～次世代に誇れるまちをつくろう～」を将来像として掲げ、次世代に誇りを

持って引き継げる新しい都市像の形成を目指します。 

 

 



 

第３章 豊川市が目指す姿 
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第第３３節節  環環境境像像  

 本市の環境における良好な状態は保持し、育み、良くない状態は改善することを基本姿

勢とし、環境基本条例や前節の将来像より、本市が目指すべき環境像を以下の通り 5 つ設

定します。 

 

 

環境像１ 地球にやさしいまちをつくる  

 

 化石燃料の大量消費、モータリゼーションの進行など、人間の活動により、大気中の温

室効果ガスが大幅に増えた結果、熱の放出と保温のバランスが崩れ、地球の温度が上昇し

続けています。このような地球温暖化の影響として、海水面の上昇、生態系の変化、異常

気象、農作物への影響などが予測されています。また、人口が集中し、保温性が高いコン

クリートやアスファルトに固められた都市部では、温度が周辺部よりも高くなるヒートア

イランド現象が起きています。 

 植物は、代表的な温室効果ガスである二酸化炭素を吸収し、酸素を供給するとともに、

蒸散作用によって空気中の熱を奪い、低温化する働きを有しています。このように地球温

暖化対策として、公園や壁面緑化などの身近な緑を増やす必要があります。 

 私たち市民は、エネルギー消費量を減らし、温室効果ガスの排出を抑制するとともに、

緑化を推進することで、地球温暖化を抑制し、地球にやさしいまちの形成を目指します。 

 

 

 

〔将来にわたり守るべき地球〕 



 

第３章 豊川市が目指す姿 
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環境像２ 自然にやさしいまちをつくる 

 

本市は、北部地域に広大な森林と豊川をはじめとした水辺環境、農地などの豊かな自然

を有しており、多様な生態系が形成されています。この豊かで身近な自然を将来に継承し

ていくためには、社会全体が自然への関心を高め、自然保護に関する自主的な取組を進め

る必要があります。 

私たち市民は、自然の保全と自然と共生するライフスタイルを継続することで、自然に

やさしいまちの形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

〔本宮山と豊川〕 
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環境像３ 資源にやさしいまちをつくる 

 

 今日の経済社会は、大量生産、大量消費、大量廃棄型社会となっており、多くの環境問

題は、自然界の許容範囲を超えた資源の消費と、そこから発生する廃棄物の増加など、私

たちの日常生活や事業活動に起因しています。 

 私たち市民は、これらの問題解決に向け、自らのライフスタイルを見直し、循環を基調

とする経済社会システムを実現するために活動する必要があります。4R＊（Refuse＝断る、

Reduce＝減らす、Reuse＝再使用、Recycle＝再生利用）と、廃棄物の適正処分に向けた取

組を実施し、資源の循環を維持する、資源にやさしいまちの形成を目指します。 

 

〔豊川市ごみ啓発作品コンクール入選作より〕 
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環境像４ 人にやさしいまちをつくる 

 

 本市は、清流豊川をはじめとする水環境に恵まれたまちです。きれいな空気と水と土を

守り良好な環境を将来に継承していくことは、私たち市民の義務であり、さらに良好な環

境を目指して努力する必要があります。 

 また、自然とのふれあいは、健康な生活を確保していく上で不可欠であり、健康の保持

増進の効果とともに、自然環境の保全に対する意識の高まりにつながります。 

 私たち市民は、良好な環境が人にとってもやさしいことを認識し、快適でゆとりある生

活空間を有する、人にやさしいまちの形成を目指します。 

 

 

 

 

〔佐奈川の桜〕 

 

 



 

第３章 豊川市が目指す姿 
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環境像５ みんなで取り組むやさしいまちをつくる 

 

 本市は、歴史的風土に恵まれており、歴史的・文化的遺産の保護、伝統文化の継承など、

先代から引き継いだ財産を保全し、活用していくことが必要です。 

また、ごみ問題、生活排水問題、地球環境問題をはじめとした各種の環境問題を解決し

ていくためには、一人ひとりの意識を高めるだけでなく、長期的な視野に立って、未来を

担う次世代も含めた環境教育・環境学習を推進し、環境への負荷の少ない取組や事業活動

を、世代を超えたつながりで理解し進めていく必要があります。 

 私たち市民は、歴史的・文化的環境を活かすとともに、環境について考え、環境にやさ

しいライフスタイルを確立し、市・市民・事業者がそれぞれの立場で環境の保全のための

取組を実施し、環境活動に、みんなで取り組むやさしいまちの形成を目指します。 

 

 

 

 
 

 

〔子ども環境学習体験講座〕 


