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はじめに
本市が現在直面する人口減少や少子化・超高齢社会を踏まえ、これからのまちづ
くりにおいては、市街化区域の拡大による「量」を重視するのではなく、現在の市
街化区域においてより快適な日常生活ができるための「質」への方針転換が必要と
なります。特に今後ますます増加する高齢者にとっては、移動範囲が比較的狭まる
ため、身近な生活においてより生活しやすい環境を整えていくことが大切であり、
既成市街地の住環境の維持・改善を図り、コンパクトな住宅地を形成していくこと
が重要となります。しかしながら、市街化区域内には低利用・未利用地や基盤未整
備の密集市街地などが存在しており、安全で快適な居住空間を形成するための多面
的な事業展開が必要となります。
そこで豊川市市街地整備研究会（以下「本研究会」という。）では、市民生活に
必要な住宅、店舗、工場などの建物が多く立地する市街化区域の中でも、特に基盤
整備が長期未着手である、又は不十分な地域に焦点をあて、専門家の助言を得なが
ら地域を限定したうえで、当該区域の将来的な基盤整備の手法について検討を行い
ます。

第１章

主要テーマの決定

１．検討区域の設定
都市計画法第７条第２項に規定する「市街化区域」とは、「すでに市街地を形
成している区域及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
とする。」と位置づけられており、本市の市街化区域は平成 22 年 12 月 24 日現在、
3,480ha で市全体の約 22％となっています。
また、市街化区域内における人口配置状況は、総人口 181,444 人に対して
140,237 人が居住しており、約 77％を占めています。
本研究会では、都市計画法に基づく優先的かつ計画的な市街化を図る区域であ
り、かつ本市人口の約 77％が集中する「市街化区域」を検討区域として設定しま
した。
表１：市全体及び市街化区域の面積、人口割合の比較
項目

Ａ：市全体

Ｂ：市街化区域

割合（Ｂ／Ａ）

基準時または出典

面積

16,075ha

3,480ha

約 22％

Ｈ22.12.24

人口

181,444 人

140,237 人

約 77％

Ｈ19 都市計画基礎調査
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２．主要テーマの決定
市街化区域は 3,480ha と広域であり、検討を行う課題も多岐にわたるため、本
研究会では段階的な検討を行い、横断的な検討を要し、かつ検討の優先度が高い
課題を主要テーマとして決定することとしました。主要テーマの決定に至るまで
の作業フローは図１のとおりです。
図１：主要テーマの決定に至るまでの作業フロー
STEP１

基盤整備の定義と現状把握

STEP２

未整備区域と阻害要因の把握

基盤整備に該当する事業（項目）の洗い出
しと、現在の整備状況の把握

基盤整備が不足する区域の把握と、未整備
となっている理由の検討

本市における基盤整備の現況を特に基盤整
STEP３

基盤整備の現況

備が不足している区域から検討し、課題を
把握

STEP４

現況に対する課題と市民への影 現況から想定される課題と市民への影響を
響の考察

STEP５

検討の優先度の考察

STEP６

課題の評価

検討

整備の進捗状況などから横断的検討を要す
る項目を検討

市民への影響が高い項目かつ検討の優先度
が高い項目を評価

主要テーマの決定
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STEP１．基盤整備の定義と現状把握
「基盤整備の定義」については、ＫＪ法（※）によるグループワークを用いて整理
し、10 項目 65 事業にまとめました。さらに、ここから重複するものや包含できるも
のを整理し、「現状把握」として 24 項目にまとめました。（Ｐ５：表２のとおり）
（本市及び市街化区域の状況については、別添資料１のとおり）
基盤整備の定義：国及び地方公共団体が実施する公共事業（市場経済のみでは
供給が困難と考えられる社会資本の整備）のうち、市街化区
域で実施する事業
現状把握：前段で提示した事業における現在の整備状況を数値で把握
【※ＫＪ法：データをカードに記述し、カードをグループごとに集めて図解しまとめ
る手法】
STEP１での成果
◆「基盤整備の定義」では、道路、下水道、公園などの主にハード事業に争点を絞
り、都市（まち）を形成する主要な要素を抽出しました。これにより、本研究会
での「基盤整備」の見解の共有を図ることができました。
◆「現状把握」では、先に抽出した項目のうち、道路改良、舗装、道路反射鏡や橋
梁など数量や指標を表すことができない項目もあり、今後の所管課での作成が課
題として挙げられました。

ＫＪ法によるグループワーク
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表２：基盤整備の定義と現状把握
基盤整備の定義
項目（10 項目）

道路

現状把握

事業名（65 事業）

項目（24 項目）

整備状況

出典及び時点

幹線道路

47.1％整備済

52.9％未整備

都市計画道路台帳（Ｈ22.2.1）

生活道路

69.6％整備済

30.4％未整備

道路建設課調べ（Ｈ22 年度末）

幹線道路整備、都市計画道路整備、生活道路整備、道路（新設・改良）、踏切拡幅、道 舗装

86.6％整備済

13.4％未整備

道路維持課調べ（Ｈ22 年度末）

路拡幅（4.0ｍ以上）
、橋梁整備、カーブミラー設置、点字ブロック設置、防護柵設置、 道路改良

69.8％整備済

30.2％未整備

道路維持課調べ（Ｈ22 年度末）

6.3％整備済

93.7％未整備

道路維持課調べ（Ｈ22 年度末）

側溝及び側溝蓋設置、視距改良、歩道設置、段差解消、自転車歩行道（歩車分離）、交 歩道
通安全施設整備、信号機設置、道路照明灯、舗装改良、みちづくり計画

水道

上水道、下水道（汚水、雨水、公共下水道）
、雨水管、灌漑排水、排水施設

河川

河川整備

道路反射鏡

4,458 基整備済

道路維持課調べ（Ｈ22 年度末）

道路照明灯

3,514 基整備済

道路維持課調べ（Ｈ22 年度末）

橋梁

669 橋整備済

上水道

99.0％整備済

1.0％未整備

下水道

63.3％整備済

36.7％未整備

道路維持課調べ（Ｈ22 年度末）
総合計画（Ｈ23.4.1）
下水整備課資料（Ｈ20 年度）

（現在、暫々定整備につき、計画断面に対しては 0％）
公園

公園・緑地・避難地 公園（街区、近隣、特殊）
、きれいな公園、避難地、避難所、緑地

71.0％身近に公園がある（誘致距離圏）
29.0％身近に公園がない（誘致距離圏外）

都市計画公園・緑地 69.7％整備済

30.3％未整備

緑の基本計画（Ｈ22 年現況）
都市計画課・公園緑地課資料（Ｈ22.2.1）

土地区画整理事業

土地区画整理事業

土地区画整理事業 35.7％整備済（市街化区域面積に対する割合） 都市計画基礎調査（Ｈ22.2.1）

市街地再開発事業

市街地再開発事業

市街地再開発事業 0.04％整備済（市街化区域面積に対する割合） 都市計画基礎調査（Ｈ22.2.1）

施設
港湾
交通

駐車場、駐輪場、休憩所、学校（小・中）、美術館、博物館、市役所、福祉施設、公営
住宅、市民館、公民館、動植物園、遊園地、保育施設、体育館、市民病院、観光案内所
港湾

施設

345 施設（内訳：292 施設→①、53 施設→
②）

①地方自治法 244 条の２に基づく市内施設
（Ｈ23.4.1）及び②個別法令による市直営施
設並びに暮らしの便利帳（Ｈ23 年度）

御津１区御津ふ頭 42,015.77055 ㎡整備中（未竣功認可）
、防潮堤整備中 臨港道路東三河臨海線 未整備

駅前広場、鉄道立体（連立立体交差）
、公共交通（バス交通）
、道の駅、駅整備（エレベ 駅前広場
ーター）
、サービスエリア、パーキングエリア

56.2％整備済

43.8％未整備

（都市計画決定に対する供用面積）

バス停設置予定数 228 箇所
土地利用の強化策

都市計画年報（Ｈ20.3）
地域公共交通会議資料（Ｈ23.6）

24 件（研究会 13 件、審査会２件、申請不
要８件、取下げ１件）

土地利用調整会議（Ｈ22 年度実績）

５ヵ所（御津１・２区、豊川（野路）
、穂ノ原、萩）
企業団地
その他

土地利用の強化策、地下活用、企業団地、草刈、急傾斜地、景観の形成、文化財保護

急傾斜地整備
ファサード整備
文化財
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御津１－２－１工区

119,896.11 ㎡ 未供用

御津１－２－２工区

204,924.49945 ㎡ 未整備

94.1％整備済

5.9％未整備

７件（豊川稲荷門前の店舗ファサード整
備）

道路維持課調べ（Ｈ22 年度末）
都市計画課資料（Ｈ22 年度末）

指定・登録文化財 計 261 件（国指定 14 件、県指定 32 件、市指定 208 件、国登録 7 件）
市所有又は管理の指定文化財（不動産） 10 件（整備済５、整備中２、将来整備予定３）

STEP２．未整備区域と阻害要因の把握
次に、STEP１でまとめた基盤整備 10 項目のうち、基盤整備が不足する区域を図に記入しながら項目別に表３のとおりまとめました。このうち、市街化区域において整備が完了している項目
（上水道）、または必要性が生じない項目（急傾斜地）については、検討から除外して表にまとめています。また、阻害要因（整備ができない理由）についてもまとめました。
表３：基盤整備が不足する区域と阻害要因（整備できない理由）
項目

基盤整備が不足する区域
幹線道路

阻害要因（整備できない理由）

新設または拡幅を要する 20 路線（※）

①用地交渉が難航

名豊道路、東三河環状線、豊川新城線、国府赤根線、中通線、豊川牧野線、前田豊川線、古宿樽井線、 ②都市計画決定から時間が経過している

道路

小坂井中条線、石巻赤根線、下佐脇豊沢線、長山一宮線、上宿樽井線、伊奈美和通線、八幡線、

③ニーズに合っていない（決定時点との時代背景が異なる）

御馬上佐脇線、国府御津線、三明線、西小坂井線、前芝西小坂井線、愛知御津停車場日暮線

④現況の見直しをしていない（明確な基準（ルール）がない）

生活道路
汚水

豊川、牛久保、国府、御津南部、小坂井などの旧市街地に分布

旧市街地が既成市街地として形成されており、人口密集地域のため面整備できなかった

第９次拡張計画区域を除いた区域

下水道基本計画に沿って計画どおり整備中であり、特段の阻害要因はない
①地形によるもの（高低差など）

下水道

雨水

小坂井、小田渕、一宮に分布

②放流先の河川が未改修である
③汚水整備の先行により整備が困難である

河川

暫々定での整備は進めているものの、基盤整備は全域にわたり未整備
身近に公園がない地域（歩いていける範囲：半径 250ｍ）

公園・緑地・避難地

県事業であり、県下のバランスでみると近年に大規模な氾濫等災害が少ないため緊急度が低い

市街化区域の 29％

音羽、平尾、小田渕、為当、御津（中部・東部）、小坂井（南西部・東部）、市田、東桜木、
一宮などに分布

土地区画整理事業

過去に市が土地区画整理事業を意思表示した区域（９区域）
国府岡本、国府高畑、上宿、国府東部、八幡、平尾、為当、下長山、上野に分布

①事業に付随して公園が整備されており、消極的な整備手法である
②用地取得が困難
地権者の合意が得られなかった

市街地再開発事業

諏訪地区（事業予定なし）

対象区域がない

施設

合併に伴い施設が飽和状態

既存施設の有効活用

港湾

御津１区ふ頭

三河港港湾計画に基づき、今後整備予定であり、特段の阻害要因はない

拠点としての駅整備（エレベーター、駅前広場、アクセス道路など）
交通

①用地確保が困難

拠点→公共交通地域総合連携計画における「豊川、諏訪、国府」
都市計画マスタープランにおける「三河一宮、名電赤坂、愛知御津、伊奈」

その他

景観、土地利用の強化策、企業団地、草刈

②周辺道路が未整備（機能が発揮されない周辺環境である）
整備手法の段階で視点を加味し議論を実施

【※幹線道路のうち、計画どおり整備されてはいないものの、機能を概ね確保している路線については未整備から除外しました。】

STEP２での成果
◆「基盤整備が不足する区域」については、該当箇所を図に記入することにより、市の中心部でなく市街化区域縁辺部に分布してい
る傾向が認識できました。（図面については後述の STEP３で掲載します。）
◆「阻害要因（整備できない理由）」では、経済情勢によって変動があるため、財源を考慮しないで議論を行いました。既に行政課題
として捉え、計画的に実施している事業がある一方で、地権者との合意形成や県など上位機関との連携が必要な場合もあり、「市単
独では整備できない特性がある」という課題が挙げられました。
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図に記入して未整備区域を把握

STEP３．基盤整備の現況
STEP２で図示した基盤整備が不足する区域のうち、複数の項目が存在する地域につ
いての現況が把握しやすいよう地区を絞って検討を行い、「基盤整備の現況」として
まとめました。さらに、一定の共通認識を図るため、現況がどのような状態であるか
のイメージについても議論を行いました。結果については、表４及びＰ８：図２のと
おりです。
表４：基盤整備の現況
区域名
（主な地区名）
Ａ地区
（音羽）

Ｂ地区
（国府）

基盤整備の現況

現況のイメージ（どのような状態であるか）

①土地利用が低・未利用である（有効活用されていない）
②歩いていける公園がない
③交通拠点整備が不十分である

１：土地利用が低・未利用である（有効活用されていない）

①歩いていける公園がない

①道路がない

②狭あい道路、密集市街地である

②用途どおりに使われていない（例：宅地なのに

③交通拠点整備が不十分（東側駅前広場）である
④暫定用途地域（密集市街地要素を含む低・未利用地）
⑤幹線道路整備、生活道路の配置が不十分である

畑である）
２：歩いていける公園がない
歩いていける範囲 250ｍ以内に公園がない

⑥下水道整備が不十分である
３：交通拠点が不十分である

⑦土地区画整理事業の進展が見られない

駅が利用しやすい状態ではない（駅前広場などの

①暫定用途地域（低・未利用地）

ロータリー、駅へのアクセス道路が未整備）

②歩いていける公園がない

Ｃ地区
（為当）

Ｄ地区
（御津）

Ｅ地区
（小坂井）

※鉄道駅のある区域にのみ該当となる項目である

③下水道整備が不十分である
④幹線道路整備、生活道路の配置が不十分である
⑤土地利用が低・未利用である（有効活用されていない）

４：狭あい道路、密集市街地である

⑥土地区画整理事業の進展が見られない

狭い道路に住宅が高密度で立地している

①歩いていける公園がない

５：暫定用途地域（市内６地区）

②幹線道路整備、生活道路の配置が不十分である

①密集市街地を形成する地区

③狭あい道路、密集市街地である

②土地利用が低・未利用（手つかずの空地が多い）

④交通拠点整備が不十分である

の地区（建ぺい率 30％、容積率 50％の規制がか

①狭あい道路、密集市街地である

かる土地である）

②歩いていける公園がない

６：幹線道路整備、生活道路の配置が不十分である

③暫定用途地域（低・未利用地）

①都市計画道路が未整備（幹線道路）

④幹線道路整備、生活道路の配置が不十分である

※幹線道路は市全域での道路網のため地区ごと

⑤交通拠点整備が不十分である

の現況イメージからは除外

⑥雨水排水対策が不十分である

②道路配置が不十分（生活道路）

①狭あい道路、密集市街地である

Ｆ地区

７：下水道整備が不十分である

②歩いていける公園がない

（豊川・牛久保） ③幹線道路整備、生活道路の配置が不十分である

排水状況が弱い（例：大雨時の浸水など）

①歩いていける公園がない

（一宮）

未整備の状態
８：雨水排水対策が不十分である

④土地区画整理事業の進展が見られない

Ｇ地区

ので、現況イメージからは除外

②雨水排水対策が不十分である

９：土地区画整理事業の進展が見られない

③幹線道路整備、生活道路の配置が不十分である

過去に市が土地区画整理事業を意思表示したが、

④交通拠点整備が不十分である

地権者の合意形成が得られていない区域

⑤下水道整備が不十分である
⑥土地区画整理事業の進展が見られない
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図２：市街化区域内の基盤整備未整備状況

区域名（主な地区名）
Ａ地区：音羽
Ｂ地区：国府
Ｃ地区：為当
Ｄ地区：御津
Ｅ地区：小坂井
Ｆ地区：豊川・牛久保
Ｇ地区：一宮

STEP３での成果
◆「基盤整備の現況」については、合併前（旧１市４町）の地域ごとに、市街化区域の基盤整備のレベル（質）に違いが生じていることが分かりました。
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STEP４．現況に対する課題及び市民への影響の考察
STEP５．検討の優先度の考察
前述までに整理した基盤整備の現況８項目について課題の検討を行い、「現況に対す
る課題」としてまとめました。さらに、課題が市民に対してどのような影響を与えてい
るかについての検討を行い、「市民への影響の考察」として STEP４を整理しました。
次に、STEP５では「検討の優先度の考察」として課題の検討を行う必要性について整
理しました。
課題１：土地利用が低・未利用である（有効活用されていない）
◆現況に対する課題
○市街化区域により市民から税金（都市計画税）を徴収しているが、基盤整備の遅れにより土地の
価値が上がらない
○上位計画などで示す土地利用の実現に至っていない

◆市民への影響の考察
○土地活用されない市街化区域の土地に賦課され続け、納税に対する恩恵を受けられない
○土地の売却を目的としている所有者にとって、地価が上がらないことが不利益につながっている

◆検討の優先度の考察
○昭和 45 年 11 月 24 日の区域区分（線引き）決定当時から市街化区域として現在に至っている
○基盤整備の進展については、区域区分（線引き）決定以降全く進んでいない

課題２：歩いていける公園がない
◆現況に対する課題
○コミュニティ形成の重要な場である公園がないことにより、地域のつながりが希薄となる
○身近な避難所がない
○安全・安心な子どもの遊び場がない
○市街地の魅力が欠ける

◆市民への影響の考察
○公園がないため、地域でのつながりを持つ機会を失っている
○身近に避難所がないことにより、災害時における迅速な避難ができない
○小さい子どもを持つ家庭からは当該地区を魅力的と感じてもらえない

◆検討の優先度の考察
○消極的な整備手法であるが、緑の基本計画において今後の課題として位置づけられている
○都市計画公園整備率は 69.7％であり、計画に基づき整備は徐々に進んでいる
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課題３：狭あい道路、密集市街地である
◆現況に対する課題
○地震などの災害時には建物倒壊や火災発生による二次災害が懸念される
○消防車が進入できないため、迅速な消火活動が行えない
○見通しの悪さから交通事故が発生する
○歩行者などにとって車の通行が危険である

◆市民への影響の考察
○住民が安全、安心に生活できない

◆検討の優先度の考察
○既成市街地が形成され住宅が密集しており、基盤整備が困難である
○整備の進展については、狭あい道路、密集市街地のためほとんど進んでいない

課題４：暫定用途地域である
◆現況に対する課題
○建ぺい率 30％、容積率 50％の規制をかけていることにより、建物の建て替え時に支障となる
○将来的な整備に備え暫定用途地域を指定しており、市街化区域により市民から税金（都市計画税）
を徴収しているが、基盤整備の遅れにより土地の価値が上がらない
○上位計画などで示す土地利用の実現に至っていない
○市街化区域に必要な基盤整備が、建て替えなどの遅れ、反対により遅延する
○市が土地区画整理事業の意思表示をしたことにより、基盤整備を進める責任が行政としてある

◆市民への影響の考察
○住民が同じ場所に住み続けることができない
○土地活用されない市街化区域の土地に賦課され続け、納税に対する恩恵を受けられない
○土地の売却を目的としている所有者にとって、地価が上がらないことが不利益につながっている

◆検討の優先度の考察
○昭和 47 年 11 月 29 日の建ぺい率、容積率の指定時から暫定用途地域として現在に至っている
○基盤整備を進める地区として意思表示しつつも、区域区分（線引き）決定以降整備は全く進んで
いない
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課題５：生活道路の配置が不十分である
◆現況に対する課題
○市街化区域としての機能（生活しやすい環境）が発揮されないままとなる
○未接道のため、宅地形成が進まない土地が存在する

◆市民への影響の考察
○住民が住んでいない区域については、影響は少ない
○車が通行する路線に偏りが生じ、地区内の交通に不均衡が発生し歩行者などにとって危険である
○安全、安心に生活できない

◆検討の優先度の考察
○地元要望などにより整備を実施中であり、最低限の整備は進んでいる
○生活道路整備率は 69.6％であり、整備は徐々に進んでいる

課題６：下水道整備が不十分である
◆現況に対する課題
○市街化区域で本来受けられる生活の快適性を享受できていない

◆市民への影響の考察
○合併浄化槽で対応するなど、別手法での対応が可能である

◆検討の優先度の考察
○下水道整備率は 63.3％であり、下水道基本計画に基づいて順次整備中である
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課題７：雨水排水対策が不十分である
◆現況に対する課題
○大雨時などの災害時に浸水する

◆市民への影響の考察
○住民の生命、財産の損失となる

◆検討の優先度の考察
○下水道基本計画に基づく想定雨量、及び地元要望における雨水整備は順次整備中である
○補完施設として「浸透ます」などの雨水浸透施設も順次整備中である

課題８：土地区画整理事業の進展が見られない
◆現況に対する課題
○市が土地区画整理事業の意思表示をした経緯より、将来の基盤整備に対する方針を示す責任が行
政としてある
○住民の中には土地区画整理事業を待ち望む声もある

◆市民への影響の考察
○土地区画整理事業の実現を希望する住民がいる反面、反対する住民もいる

◆検討の優先度の考察
○昭和 40 年代から 50 年代にかけ、当該地に土地区画整理事業立ち上げの働きかけをした以降、地
権者の合意が得られないまま現在に至っている
○基盤整備については、土地区画整理事業の進展が見られないため全く進んでいない

STEP４及び STEP５での成果
◆道路整備や下水道整備、雨水排水対策など、市民生活に影響が直結する項目の把握
だけでなく、土地利用など、項目の特性により市民生活への影響内容が（支障となる
影響が）見えにくい項目についての課題も把握することができました。
◆整備が徐々に進んでいる事業については、事業完了までには時間がかかるものの方向
性が見えていますが、全く進んでいない事業については、今後の予定も立っていない
ものもありました。
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STEP６．課題の評価と主要テーマの決定
前述の「市民への影響の考察」と「検討の優先度の考察」から、検討課題として取り上げるに最も適当なものを評価し「主要テーマ」を決定しました。
土地利用が低・未利用
である（有効活用され
ていない）

歩いていける公園
がない

狭あい道路、密集市街
地である

暫定用途地域である

生活道路の配置が
不十分である

下水道整備が不十分
である

雨水排水対策が
不十分である

土地区画整理事業の
進展が見られない

◆納税に対する恩恵を受
けられない
◆地価が上がらないこと
が不利益につながってい
る

◆地域でのつながりを
持つ機会を失っている
◆災害時における迅速
な避難ができない
◆当該地区を魅力的と
感じてもらえない

◆住民が安全、安心に生
活できない

◆住民が同じ場所に住み
続けることができない

◆地区内の交通に不均衡
が発生し、歩行者などに
とって危険である
◆安全、安心に生活でき
ない

◆別手法で対応が可能で
ある

◆住民の生命、財産の損
失となる

◆土地区画整理事業の実
現を希望する住民がいる
反面、反対する住民もい
る

○

○

○

○

○

△
他手法で対応可能

○

◆ Ｓ 45.11.24 の 区域 区
分（線引き）決定時から
市街化区域として現在に
至っている
◆基盤整備の進展につい
ては、線引き決定以降全
く進んでいない

◆消極的な整備手法で
あるが、緑の基本計画に
おいて今後の課題とし
て位置づけられている
◆都市計画公園整備率
は 69.7％であり、計画に
基づき整備は徐々に進
んでいる

◆既成市街地が形成され
住宅が密集しており、基
盤整備が困難である
◆整備の進展について
は、狭あい道路、密集市
街地のためほとんど進ん
でいない

◆Ｓ47.11.29 の建ぺい
率、容積率の指定時から
暫定用途地域として現在
に至っている
◆基盤整備を進める地区
として意思表示しつつ
も、線引き決定以降整備
は全く進んでいない

◆地元要望などにより整
備を実施中であり、最低
限の整備は進んでいる
◆生活道路整備率は
69.6 ％ で あ り 、 整 備 は
徐々に進んでいる

○

○

項目

市 民 へ
の 影 響
の考察

評価

検 討 の
優 先 度
の考察

評価

○

△

計画的対応

△

計画的対応

◆ 下 水 道 整 備 率 は
63.3％であり、下水道基
本計画に基づいて順次整
備中である

△

計画的対応

△
見解が二分

◆下水道基本計画に基づ
く想定雨量、及び地元要
望における雨水整備は順
次整備中である
◆補完施設として浸透ま
すなどの雨水浸透施設も
順次整備中である

◆Ｓ40 年代から 50 年代
にかけ、当該地に土地区
画整理事業立ち上げの働
きかけをした以降、地権
者の合意が得られないま
ま現在に至っている
◆基盤整備については、
土地区画整理事業の進展
が見られないため全く進
んでいない

△ 計画的対応

○

STEP５の検討の優先度の考察のうち「歩いていける公園がない」
、
「生活道路の配置が不十分である」
、
「下水道整
備が不十分である」
、
「雨水排水対策が不十分である」については、事業の必要性からすでに所管課にて計画的に

主要テーマの決定

対応している項目であるため、評価は△である。

■横断的に研究を進める本研究会の主旨に沿って項目を考えた場合、主要テーマとしては事業中又は進展の見込みがある項目を除き、長期的に見て将来への検討が必要な「土地利用が低・未利
用である」
、「狭あい道路、密集市街地である」
、「暫定用途地域である」がふさわしい項目となります。
■本市の暫定用途地域は、
「密集市街地要素を含む地区」と、
「空地の多い低・未利用の地区」と異なる特性を抱えており、暫定用途地域の研究を主要テーマとして捉えることにより、上記で挙
げた３項目全ての検討が可能となります。

～・～

暫定用途地域（密集市街地、低・未利用を含む）の検討

※今後、上記テーマの詳細検討を進めていく地区の選定をはじめとして、アドバイザーを活用し研究を実施します。
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～・～

第２章

暫定用途地域の経緯、現況及び課題と対応

本章では、暫定用途地域の課題と対応をまとめることを目的とし、図３のとお
り段階的な検討を行いました。
図３：暫定用途地域の経緯、現況及び課題と対応に至るまでの作業フロー
定義、位置、指定の経緯（県内の状況）、設定目的、

１．暫定用途地域の経緯

土地区画整理事業に関する取り組みの経緯

２．暫定用途地域の現況
◆上位計画の位置づ

◆地区別現況カルテの

け（総合計画、都市

作成及び地区の現況

計画マスタープラ

分析

ン）

（数量的な把握）

◆現地踏査
（現地状況の把握）

現況の特徴

３．暫定用途地域の課題と対応

１．暫定用途地域の経緯
暫定用途地域について
愛知県が平成 18 年３月に策定した「暫定的な用途地域の解除に関するガ
イドライン」によると、暫定用途地域の定義は以下のように記載されていま
す。
土地区画整理事業等の市街地開発事業等により面的に公共施設を整備して新
たに計画的に市街化を図る区域について、その整備に備え、原則として第一種低
層住居専用地域、建ぺい率を 30％、容積率を 50％に、建築物の高さの限度を 10
ｍに定めている地域である。

本市の暫定用途地域は平成 23 年７月現在で６地区あります。本研究会で
は、該当地区それぞれにＰ15：表５のとおり地区名（仮称）をつけ（位置図
についてはＰ16：図４のとおり）、検討を行いました。
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表５：本市の暫定用途地域一覧
地区名（仮称）

位置

面積

国府岡本・高畑

名鉄国府駅西側、区域内を音羽川が縦断

約 19.6ha

為当

東三河環状線北側

約 16.8ha

国府上宿

名鉄国府駅北側

約 20.8ha

八幡

豊川西部土地区画整理事業地東側

約 2.5ha

平尾

豊川西部土地区画整理事業地北東側

約 11.8ha

伊奈

ＪＲ東海道本線南側

約 11.7ha

計６地区

備考

旧豊川市
（※）

旧小坂井町

約 83.2ha

【※旧豊川市については、平成 18 年の旧一宮町との合併以前の豊川市を表しています。】
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図４：本市の暫定用途地域の位置図

暫定用途地域
豊 川西部土 地区画 整理 事業
地

市街化区域
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本市の暫定用途地域指定の経緯と県内の状況
本市の暫定用途地域の指定の経緯は表６のとおりです。また、愛知県内にお
ける暫定用途地域の状況は表７のとおりです。
表６：暫定用途地域指定の経緯（出典：都市計画課資料）
年月日

建ぺい率

用途地域

容積率

決定権者

地区

昭和 40 年１月 27 日

住居地域

建設省

伊奈地区を除く５地区

昭和 46 年２月 15 日

住居地域

愛知県

伊奈地区

30％
昭和 47 年 11 月 29 日

為当地区を除く５地区

50％

第一種住居専用地域

愛知県

60％

為当地区

200％
昭和 59 年４月４日

平成７年 12 月１日

30％

第一種住居専用地域

50％

第一種低層住居専用地域

30％
50％

愛知県

為当地区

豊川市
（※）

全地区

小坂井町

【※豊川市については、平成 22 年の旧小坂井町との合併前の豊川市を表しています。】

表７：愛知県内における暫定用途地域の指定状況（参考）
（出典：愛知県都市計画課資料
№

市名

平成 21 年３月 31 日現在）

Ａ：指定面積

Ｂ：市街化区域面積

割合（Ａ／Ｂ）

1,084ha

30,258.0ha

3.6％

114ha

1,093.0ha

10.4％

114ha

3,479.0ha

3.3％

【※１】

【※２】

【※３】

１

名古屋市

２

日進市

２

豊川市

４

瀬戸市

88ha

2,655.1ha

3.3％

５

豊田市

84ha

4,960.0ha

1.7％

備考

旧豊川市 102ha【※４】、
旧小坂井町 12ha の合計面積

【※１：最新の指定面積は 91ha（一宮大木地区 23ha が減少）であり、単独３位となってい
ます。】
【※２：最新の市街化区域面積は 3,480ha（麻生田地区 1ha が増加）となっています。】
【※３：最新の割合は 2.6％となっています。】
【※４：旧豊川市については、平成 22 年の旧小坂井町との合併前の豊川市を表しています。】
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暫定用途地域の設定目的
愛知県のガイドラインと本市の暫定用途地域指定の経緯を踏まえ、本市の暫
定用途地域の設定目的は、以下のとおり整理できます。

◆面的整備に備えた仮の用途地域
区域内に建物などが立地しないよう抑制し、土地区画整理事業などの面的整備
がしやすい環境を確保する。
◆本来の第一種低層住居専用地域の特性の確保
国が定める都市計画運用指針では、
「第一種低層住居専用地域の建ぺい率 30％、
容積率 50％と定める土地の区域としては、優れた住居の環境の保護を図る低層住
宅用地等が考えられる。」とされ、市街地の低密度利用を想定した、本来の当該
用途地域が持つ特性を確保する。

土地区画整理事業に関する取り組みの経緯
本市の暫定用途地域のうち国府岡本・高畑地区及び為当地区については、過
去に土地区画整理事業の施行を目的とし、進めてきた経緯がありますが、現在
は進展していません。経緯の一覧についてはＰ19：表８のとおりです。
地区名（※）
国府岡本

国府高畑

為当第二

協議の経緯

備考

Ｓ44 からＨ19.7.3 まで協議
Ｈ19 の発起人会の解散以降進展なし

Ｈ1.1.9 まで２地区

Ｓ44 からＨ6.6.2 まで協議

同時に協議を実施

Ｈ6 の地元打合せ以降進展なし
Ｓ45 からＨ3.4 まで協議
Ｈ3 の計画協議書提出及び回答以降進展なし

【※地区名は、土地区画整理事業の協議を実施した地区名で表記しています。】
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表８：暫定用途地域における土地区画整理事業の経緯
国府岡本・高畑地区
赤枠：国府岡本、国府高畑が同時に進めていた協議内容を示しています。
青枠：国府岡本の協議内容を示しています。
緑枠：国府高畑の協議内容を示しています。
経緯事項及び内容

年月日

事

項

内

容

Ｓ44

アンケートの実施

地元で 75％の同意を得る

Ｓ47

地元要請

国府・御油の一括施行の要請を受ける

計画調査の同意書の取り

賛成 49・反対 88・保留 63（計 200）

まとめ

この結果より御油を切り離して国府のみを考える

事業計画の検討

音羽川改修・県道豊川蒲郡線・西部中学校移転問題等により遅延

事業研究会（全４回）

事業概要の説明、施行区域・減歩率・補償等について検討

地元説明会（全２回）

事業計画・減歩率・補償・調整池・文化財等について説明

計画協議書提出及び回答

愛知県公安委員会、愛知県土木部長に提出及び回答

Ｓ53～57

計画協議の意見処理

愛知県公安委員会６項目、愛知県土木部長 20 項目 事業計画案の作成

Ｓ58～59

事業推進方針の変更

地元の反対により事業推進母体を連区長預かりとする

Ｓ59.2.20

辞退届の提出

世話役 14 名より国府連区長あてに辞退届が提出される

Ｓ60.9.30～

区画整理の勉強会開催

Ｓ60.11.8

（全２回）

Ｓ60.12.20

アンケート調査結果の提出

賛成 67％も 33％の反対のため、今後時間をかけ説得することに決定

Ｓ61.3

測量調査承諾書の取りまとめ

承諾率 73％を得るが目標値に達せず測量を保留

Ｓ61.6.13

新役員名簿の提出

８名

Ｈ1.1.9

事業の打合せ

事業推進について協議

Ｓ47.11
Ｓ48～50
Ｓ51.6.4～
Ｓ51.11.27
Ｓ51.8.31～
Ｓ58.6.17
Ｓ52.11～
Ｓ53.4.5

Ｈ1.9.23～
Ｈ1.10.20

区画整理勉強会（全２回）

事業概要を説明、事業施行地区の見学会を提案

岡本地区を先行させることについての勉強会、事業研究委員
の選考

Ｈ2.5.1

技術援助申請・陳情

研究委員名簿及び技術援助申請書の提出

Ｈ3.12.12

現況測量

地権者と市で話し合い

Ｈ3

土地の立入通知

面積 3.5ha 現況測量を実施 作業期間：Ｈ3.12.16～Ｈ4.3.10

Ｈ3

計画協議及び区画整理設
計業務委託

面積 3.5ha 計画協議書・土地権利調査・区画整理設計一式
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Ｈ4.6.24～
Ｈ4.10.30
Ｈ4.12.5～
Ｈ9.2.14

計画協議書提出及び回答

研究委員会（全６回）

愛知県土木部長、愛知県公安委員会に提出及び回答
計画協議、区域、計画図の変更、都市計画道路国府赤根線の
買収（単独買収）について

Ｈ5.2.1

地区界測量

Ｈ9～19

組合設立準備

Ｈ19.7.3

発起人会解散

地権者の意思統一が図れず、現時点での土地区画整理事業を断念

Ｈ2.10.8

連区役員勉強会

市役所第２会議室にて

Ｈ3.5.30～
Ｈ3.7.3
Ｈ3.9.24～

Ｈ5.2.1～Ｈ5.3.25
研究委員会から発起人会（11 名）に組織替えを行い、組合設
立に向けての話し合い及び地元調整

区画整理勉強会（全２回） 土地権利者対象及び建物所有者対象

相談所開設（全２回）

中町観音堂及び上町集会所において各２日間（計４日間）

Ｈ3.12

アンケートの実施

面積 12.2ha

アンケートを土地権利者に対し実施

Ｈ4.3.16

アンケートの結果報告会

回答率 83％

地元 45 名

Ｈ6.6.2

地元打合せ

Ｈ3.9.27

町内会に対し取りまとめを依頼（市としては推進の意向を示
すが、地元として意思統一に至らず）

為当第二
年月日

経緯事項及び内容
事

項

内

容

Ｓ45～46

地元説明会

当初 45ha の予定が地区南部の 16ha を施行することに決定

Ｓ46.11.8

都市計画決定

為当土地区画整理事業として発足

Ｓ52

計画協議・権利調査業務委託

権利調査・基本構想・計画協議・排水計画 33.5ha の委託

Ｓ52

事業調査（航空測量）

残 28ha を事業調査（県費補助）、名豊バイパスは反対で未決

Ｓ53.3.27～
Ｓ53.10.5

計画協議書提出及び回答

豊橋土木事務所、愛知県土木部長、豊川警察署長に提出及び
回答
為当第二地区の面整備の遅延を追及されるが、土地区画整理

Ｓ57～58

用途地域の見直し

Ｓ58.7.27

研究委員会

研究委員会 16 名の決定、測量・調査の取りまとめ

Ｓ58.10

承諾書の回収

事業測量・調査が 85％回収、名豊バイパス計画は発足されず

Ｓ59.4

用途地域の変更

面整備の未執行を理由に第一種低層住居専用地域に変更

Ｓ63.9.20

技術援助申請・陳情

名豊バイパス計画が再開されたのに伴い、地主連名で市長あてに提出

Ｈ1

土地の立ち入り通知

施行区域 18.6ha の現況測量を実施、作業期間Ｈ1.12.1～Ｈ2.3.10

Ｈ1

基本計画書作成

事業でクリアされると説明
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Ｈ1.9.7

公有土地境界査定、行政界の確認

都市計画課・行政課・建設管理課

Ｈ2

計画協議書作成業務委託

18.6ha

Ｈ2.8

地元説明会

名豊バイパス案の発表

計画協議書の作成及び区画

Ｈ3

整理設計（その１）業務委託

18.6ha

計画協議書の作成

計画協議の修正、区画整理設計の作成

愛知県土木部長に提出及び回答（意見書が提出され、その後
Ｈ3.3.14～

計画協議書提出及び回答

Ｈ3.4

の協議において、土地区画整理事業と道路事業の実施時期が
同時でなければ国から土地区画整理組合への補助金が支出さ
れないことになり、資金計画立案の目途が立たず計画が中断）

２．暫定用途地域の現況
上位計画の位置づけ
本市の上位計画である第５次豊川市総合計画及び豊川市都市計画マスター
プランにおける暫定用途地域の位置づけは以下のとおりです。
①

第５次豊川市総合計画（基本計画改訂版：平成 23 年３月）
都市構造

「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。
都市構造図

国府上宿、八幡、平尾

国府岡本・高畑

為当

※概ねの位置として表記しています。
伊奈
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②

豊川市都市計画マスタープラン（平成 23 年３月）
地域別構想

中部地域、西部地域及び小坂井地域

■豊川西部土地区画整理事業地周辺の第１種低層住居専用地域については、地域の理解、
協力を得ながら、まちづくりのルールづくりや必要な基盤整備について検討します。
■三河国分尼寺跡史跡公園や財賀寺をはじめ、歴史的な景観を含めた周辺環境の保全に努
めます。
※概ねの位置として表記しています。

中 部 地 域

平尾

八幡

西 部 地 域

■名鉄国府駅周辺地域のバリアフリー化を促進し、安全・安心なまちづくりを進めます。
■広域幹線道路の整備に向け、地域および事業主体等の関係機関に対して働きかけます。
（都）名豊道路豊橋バイパスの早期事業完了、蒲郡バイパスの事業促進
■地域間ネットワークを構成する道路の事業促進に向け、地域および事業主体等の関係機
関に対して働きかけます。
（都）国府赤根線
■市道豊川音羽線の整備を推進し、地域間アクセスの向上を図ります。
■広域的な幹線道路、交通基盤である（都）名豊道路（仮）東三河ＩＣ等を中心にした交
通ネットワークの拠点となる本地域の特性を活かし、製造業・流通業等の新たな産業拠
点の誘導を検討します。
■老朽建物の改善により、防災性の向上を図り、安全で快適な居住空間を確保します。
■生活基盤施設の整備・充実が必要な国府岡本・国府高畑、為当第二地区および豊川西部
土地区画整理事業地周辺の第１種低層住居専用地域については、地域の理解、協力を得
ながら、まちづくりのルールづくりや必要な基盤整備について検討します。
■白鳥・久保地区や上宿地区においては、計画的な下水道整備を推進します。
■音羽川は御油のマツ並木とも一体となった親水空間として保全・整備を図ります。
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国府岡本・高畑
国府上宿

西 部 地 域
為当

※概ねの位置として表記しています。

■生活基盤施設の整備・充実が必要な新池地区の第１種低層住居専用地域については、
地域の理解、協力を得ながら、まちづくりのルールづくりや必要な基盤整備につい
て検討します。
■地域間ネットワークを構成する道路の整備に向け、地域および事業主体等の関係機
関に対して働きかけます。（都）石巻赤根線の早期事業着手

小 坂 井 地 域
伊奈

※概ねの位置として表記しています。
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地区別現況カルテ
本市の暫定用途地域の現況を把握するため、表９のとおり地区別現況カルテ
を整理し、地区の特性を分析しました。（地区別の詳細なデータは別添資料２
のとおり）
次に、各地区の市街地水準を市街化区域全体と比較するため、主要な要素を
Ｐ25：図５のとおり抽出し可視化をしました。
表９：地区別現況カルテ
項目
概要

内容

出典

位置、面積、小中学校区、字、人口、人口密度、 都 市 計 画 基 礎 調 査
世帯数、年齢性別人口、筆数

（一部）

区域区分、用途地域

区域区分、用途地域指定の変遷

都市計画課資料

開発許可

開発許可件数（昭和 45 年～）

建築課資料

土地利用

土地利用現況

都市計画基礎調査

建物

用途別建物棟数、構造・階数、老朽度

都市計画基礎調査

道路
公園・緑地等

幅員別道路現況、都市計画道路整備状況、
国・県・市道整備状況
公園・緑地等、歩いていける公園割合の面積
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都市計画基礎調査
公園緑地課資料

赤枠：市平均より高い項目

青枠：市平均より低い項目

図５：地区別現況カルテから見る各地区の現況
為当

国府岡本・高畑

６地区全体

◆可住地割合が極めて高
い。（住宅等を建てら

◆歩いていける公園
割合が極めて高い。

れる場所が多い）
◆低・未利用地が多い。
◆古い住宅が多い。（建替え又は新築が進んで
いないと想定される）
◆道路が極めて少なく、2/3 が狭あい道路である。

◆人口密度が極めて低い。
◆低・未利用地が極めて多い。
◆古い住宅が多い。
◆道路が極めて少なく、2/3 が狭あい道路である。
◆歩いていける公園が全くない。
八幡

国府上宿

◆人口密度が極めて高い。
◆可住地割合が極めて高い。
◆古い住宅が多い。
◆狭あい道路は少ないが、道
路が少ない。
（平均よりは低
いが６地区では高い）
項目

算出方法

平尾

比較内容

1

人口密度

人口／面積

人口密度を比較

2

可住地割合

面積－非可住地【※１】

建物を建てることができる面積を比較

3

都市的利用地割合

面積／（面積－低・未利用地【※２】） 有効的土地利用（都市的利用）がされている面積を比較

4

Ｓ57 以降建物棟数割合

Ｓ57 以降棟数／建物総数

5

道路網密度

道路延長／面積

道路の密度を比較

6

幅員４ｍ以上の道路網密度

４ｍ以上道路延長／道路延長

狭あい道路（４ｍ未満）の密度を比較

7

歩いていける公園・緑地等割合 半径 250ｍ圏内の面積

伊奈

新耐震基準を満たす建物棟数を比較

◆可住地割合が高い。

250ｍ圏内にある公園・緑地等の状況を比較

【※１】非可住地：道路用地、河川など人が住むことができない用地
【※２】低・未利用地：田、畑、山林、その他自然地、その他空地の面積合計
１、２とも都市計画基礎調査により算出しています。

が高い。
◆人口密度が極めて低い。
◆可住地割合が極めて低い。
◆古い住宅（寺社等を含む）が極めて多い。
◆道路が極めて少なく、狭あい道路も極めて少ない。
（全
てが４ｍ以上である）

指標説明（市街化区域全体を平均とした場合の各地区の割合を算出しています）
№

◆低・未利用地が極めて
少ない。
◆歩いていける公園割合

◆人口密度が低い。
◆狭あい道路は少ないが、道路が少ない。
◆歩いていける公園割合が極めて低い。
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◆可住地割合が極めて高い。
◆新しい住宅が極めて多い。
◆歩いていける公園割合が
高い。
◆人口密度が低い。
◆低・未利用地が多い。
◆道路が少なく、半分が狭あい道路である。

現地踏査の実施
地区別現況カルテを踏まえ、現地の状況を詳細に把握するため、メンバーを
２班に分け、６地区の暫定用途地域の現地踏査を２日間行いました。
班ごとに現地踏査の状況を発表し、Ｐ27：表 10（現況図についてはＰ30：図
６）のとおり取りまとめを行いました。
（参考）火災発生時の消火活動での前提条件
①タンク車が火災現場の直近まで入ることができること。
②大型水槽車が現場直近まで進入できることが望ましいが、最低現場の 200m 圏内まで進入でき
ること。
③消防車両の進入経路が複数確保されていればベスト。
火災発生時の消火活動（イメージ図）

車両サイズ
１．大型水槽車
長さ 9.16ｍ
幅 2.49ｍ
積載水量 10,000
２．タンク車
長さ 6.56ｍ
幅 2.35ｍ
積載水量 1,500
（参考放水時間：約 2～3 分）
３．救急車
長さ 5.67ｍ
幅 1.85ｍ
４．消防団ポンプ車（最新型）
長さ 5.25ｍ
幅 1.88ｍ
規格は様々ある

１ 大 型 水槽 車

２ タンク車

３ 救急車

４ 消防団ポン プ車
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表 10：現地踏査の結果
地区

Ａ班（５名）

Ｂ班（４名）

平成 23 年 10 月 21 日（金）

平成 23 年 10 月 24 日（月）

◆地区へ至るルートが狭くアクセス性が悪いせいか、新築がなく古い住宅が多い。特
山ノ入

に北側は救急車がギリギリ進入できる程度である。
◆土砂災害警戒区域があり、地区へ至るまでに起伏がある。

岡本

◆未整備の都市計画道路（国府赤根線）があり、現在整備中である。
◆道路がなく、低・未利用地である。
◆地区内へ出入りする道路が狭く、消防車両の進入が困難である。消防車両は片方か
らの進入のみで通り抜けできない。

国府岡本・高畑

◆現道への一定の宅地化が進み、中央が低・未利用地である。
◆ある程度はセットバックしている場所がある。後退用地を市が買うなど何らかの手
段ができれば、地区内道路はある程度確保されるのではないか。
◆地区内の道路が少ない。
◆道路が狭い場所では排水も悪い。
高畑

◆保育園という公共施設があり、子どもたちが集まる要因となっている。送迎等で一
定の交通量があるが、バリアフリー等交通安全対策が不十分である。
◆音羽川が有堤河川であり、宅地側の堤内地が低い。
◆堤防道路などに比較的新築の住宅が存在する。
◆堤防道路沿線の住宅地は、道路に下水道を入れることができないため、未整備とな
っている。
◆開発実績もあり、名鉄国府駅に近いため、住宅の立地ポテンシャルが高い。
◆地区北側は、歩いていける公園がない。

◆未整備の都市計画道路が２路線（名豊道路・国府御津線）あり、名豊道路は現在整備中（豊
橋市～東三河ＩＣ）である。
◆道路が少ないため、住宅がなく、ほとんど低・未利用地である。

為

◆幹線道路（都市計画道路国府御津線）からの出入りが難しい。

当

◆県道（金野豊川線）が地区内にあるが、県道にもかかわらず一部は２項道路（※）にもなっ
ていないほど狭い。（道路幅員が 1.8ｍない）
◆消防の観点では、部分的に道路が狭い箇所があるが、大きな問題はない。
◆現道への住宅建設は鈍化している。駅から距離があり、住宅地としての需要が低い。
◆住宅が密集化していくとは考えられない。
◆今後、狭い現道に下水道整備を進めていかなければいけない。

（※）２項道路とは、建築基準法第 42 条第２項の規定により、幅員４ｍ未満で特定行政庁が
建築基準法上道路と認めた狭あい道路です。既存道路の中心線より両側にそれぞれ２
ｍの位置が道路境界線とみなされるため、原則として中心線から２ｍ後退しなければ
なりません。
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◆未整備の都市計画道路（大池線）がある。
◆狭あい道路、住宅密集地、低・未利用地が混在している。
◆開発実績が他の地区より多い。
◆名鉄国府駅に近いため、住宅の立地ポテンシャルが高い。
◆東部の住宅密集地は一筆が狭く、建て替え時に支障をきたす可能性がある。
◆一部は消防車両が進入困難な場所がある。
◆民間開発等を繰り返し行ったため、開発ごとに道路がつながり、道路配置が良くない。
◆適切に２項道路のセットバックがされていないので、拡幅しようと思っても整備が後手に回
っている典型である。

国府上宿

◆排水不良箇所がある。
◆（汚水と雨水を同時に整備する）下水道整備が平成 24 年度から着手される地区である。
◆西側の変則交差点及び姫街道からの進入路は、消防車両が進入できず、交通安全面でも懸念
される。
◆南西部は狭あい道路のみで、本数も少ないため、低・未利用で雑木林がある。
◆２項道路にしてほしいとの相談もある。
◆幼稚園があり送迎等の交通量が多い。通学路もあり、人口も多いことから、交通安全の視点
での整備が望まれる。
◆地区内の道路は、路線により交通量の偏りがある。
◆隣接地で豊川西部土地区画整理事業を施行している。数年経つと市街地の違いが顕著に現れ
ることが想定される。
◆区画整理地は若者世代が、暫定用途地域は高齢者世代となり、地域単位では町内会活動が機
能していかなくなるなどコミュニティの問題が懸念される。
◆空き家が目立つ。
◆南西部の狭あい道路は防犯上暗くて危険である。

八

◆八幡宮が特徴的であり、このため豊川西部土地区画整理事業区域から除外したことも納得で

幡

きる。地区内住宅も敷地が広く、暫定ではなく正式に低層住宅地として考えても良い。
◆史跡三河国分寺跡整備基本構想では、八幡宮は「環境保全ゾーン」とされており、保全して
いく意思表示として、景観地区などの規制の検討を行う地区として考えても良い。
◆比較的大きな低・未利用地２箇所が存在する。
◆部分的に狭あい道路や行き止まり道路がある。

平

◆西側に一部住宅密集地があり、一筆が狭く、建て替え時に支障をきたす可能性のある場所も

尾

あれば、大池線沿い南側などは一筆が広く、高級住宅地のように感じる場所もある。
◆大池線北側は、街区の中央で線引き決定がされている。
◆用途地域の変更について検討する地区である。低・未利用地などへの新設道路や、狭あい道
路の拡幅などポイントを定め個別に整備していくことが必要である。
◆都市計画道路も整備済みであり、面整備が想定されない地区である。
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◆未整備の都市計画道路が２路線（小坂井中条線・石巻赤根線）ある。
◆低・未利用地には、若干道路は必要であるが、地区内は概ね４ｍ道路が縦横にあり、側溝も
布設されている。
◆新池公園西側の狭あい道路は、大型水槽車が進入できない。また、通過交通も多く２項道路

伊

に関する通報もあるが、平成 23 年度に拡幅済（予定）となり、状況改善される見込みがある。

奈

◆新池公園が整備され住環境が良くなったことにより、暫定ではなく正式に低層住宅地として
考えても良いが、未整備の都市計画道路２路線があるので、都市計画道路完成まで現状維持
したほうが良い。
◆ある程度の道路状況、広大な避難地もあり、防災上特段問題ない。
◆一筆あたりは比較的広く、駅に近接しており利便性は良い場所であるが、住宅建設は鈍化し
ている。ただし、都市計画道路区域内への建築は増加傾向である。

Ａ班：道路形状を図面と比較

Ｂ班：消防車両の進入経路について確認
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図６：暫定用途地域の現況図

現況図
国府岡本・高畑
都市計画道路（整備済）
バリアフリー生活関連経路
（特定経路）

タンク車、大型水槽車進
入不可

現道への一定の住宅
建設が進む。
河川沿いの道路
バリアフリー生活関連経路
（準特定経路）
全ての消防車両進入可
バリアフリー生活関連経路
（準特定経路）

狭あい道路
狭あい道路（センター側溝）
保育園があり、送り迎え等における交
通量の増加が予想される。

低・未利用地
保育園への進入路
バリアフリー生活関連経路
（準特定経路）

全ての消防車両進入可

開発一団地（古い住宅）

凡例
暫定用途地域
河川（音羽川）

バリアフリー基本構想に
基づく生活関連経路（※）

小学校通学路
都市計画道路
(未整備区間)

都市計画道路（未整備）
バリアフリー生活関連経路
（特定経路）

国府赤根線

※バリアフリー基本構想に基づく生活関連経路：できる限り移動しやすい歩行空間の整備を目指す路線

タンク車、大型水槽車進
入不可
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都市計画道路（整備済）
バリアフリー生活関連経路
（特定経路）

現況図
名豊道路

為 当
都市計画道路（未整備）

交通量が多く、幹線道路への出入り
が難しい。

都市計画道路予定地
低・未利用地

区域内道路
国府御津線

河川沿いの道路
大型水槽車進入不可
都市計画道路（未整備）

全ての消防車両進入不可
低・未利用地
狭あい道路
県道にもかかわらず、一部建築基準
凡例

法（２項）の道路ではない。

暫定用途地域
小学校通学路
都市計画道路
(未整備区間)

区域内道路
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低・未利用地

現況図
幼稚園があり、送迎時などは周辺

国府上宿

交通量が多い。
開発一団地
県営住宅

区域内道路

低・未利用地
民間開発等を繰り返し行った
ため、道路配置が良くない。

変則的な交差点
狭あい道路（センター側溝）
消防車両の進入困難。また、変則十字路のため交
通安全においても懸念される。
住宅密集地
狭あい道路

区域内道路
上宿樽井線
区域内道路

交差点が設置できていない。
大池線

通過交通量が多く、また、２項道路（セットバ
ック）に関する通報が年に数件ある。

凡例

排水不良

暫定用途地域
バリアフリー基本構想
に基づく生活関連経路

小学校通学路
都市計画道路

低・未利用地、雑木林

姫街道からの消防車
両の進入が困難

都市計画道路（未整備）
バリアフリー生活関連経路
（特定経路）

(未整備区間)
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現況図
八 幡

区域内道路
区域内道路
バリアフリー生活関連経路
（準特定経路）

区域内道路

区域内道路

良好な景観を有する八幡宮

凡例

区域内道路

暗く危険な狭あい道路

暫定用途地域

区域内道路

バリアフリー基本構想
に基づく生活関連経路

小学校通学路

- 33 -

同一街区内で市街化区域と市街化調整区

現況図

域が存在。

平 尾
一筆が広い
狭あい道路

区域内道路

都市計画道路（整備済）
区域内道路

低・未利用地

低・未利用地
住宅が密集している

凡例

狭あい道路

暫定用途地域
小学校通学路
県営住宅

都市計画道路（整備済）
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現況図
伊 奈
区域内道路

区域内道路
区域内道路

小坂井中条線
新池公園（整備済）

都市計画道路予定地

通過交通量が多く、また、２項道
路（セットバック）に関する通報
が年に数件ある。

区域内道路
駅近接にもかかわらず、現道への
住宅建設は鈍化である。
大型水槽車進入不可
平成 23 年度拡幅済（予定）
石巻赤根線
凡例
暫定用途地域

区域内道路
低・未利用地

小学校通学路
都市計画道路
(未整備区間)
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３．暫定用途地域の課題と対応
前述の暫定用途地域の経緯、地区別現況カルテ及び現地踏査を踏まえ、「現況
の特徴」、「課題と対応」を、表 11 のとおり地区別に整理しました。
表 11：暫定用途地域の現況の特徴及び課題と対応
地区

現況の特徴

課題と対応

経緯

●土地区画整理事業が進められたが、進展
していない地区である。

◆過去に土地区画整理事業が進められたが、進
展していない経緯についての配慮が必要であ

●歩いていける公園割合が極めて高い。
カルテ

●低・未利用地が多い。

る。
◆上位計画が示す「宅地形成を図る地区」とし
て整合していない。

●古い住宅が多い。
●道路が極めて少なく、２／３が狭あい道

◆駅に近接し、開発実績があることから、宅地
需要が高い地区である。暫定用途地域の（建

路である。
●開発実績が多い。

築抑制という）規制が機能していないため、

●未整備の都市計画道路（国府赤根線）が

適切な土地利用転換が求められる。
◆都市計画道路（国府赤根線）の開通により、

あり、現在整備中である。

国府岡本・高畑

●地区内へ出入りする道路が狭く、消防車
両の進入が困難である。また、本数も少

宅地開発の需要が高まる可能性があるため、
無秩序な開発の規制・誘導が求められる。
◆緊急車両のアクセスが困難で迅速な活動に支

ない。
●現道への一定の宅地化が進み、中央が

障があり、地区内への道路整備が必要である。
◆都市計画道路を活かした地区内への道路整備

低・未利用地である。
現地踏査

●ある程度はセットバックしている場所

が必要である。
◆狭あい道路の後退用地が未整備の部分に対す

がある。
●保育園があり、子どもたちが集まる要因
となっている。送迎等で一定の交通量が

る対応が必要である。
◆保育園や小学校の通学路などがあり、バリア
フリー等交通安全対策や歩行者の安全性確保

ある。
●道路が狭い場所では排水も悪い。

が必要である。

●堤防道路沿線の住宅地は、道路に下水道

◆道路が少なく、排水機能を補完できないこと

を入れることができないため、未整備と

から、排水不良を改善する手法を検討する必

なっている。

要がある。

●音羽川が有堤河川であり、宅地側の堤内

◆堤防道路への下水道整備が困難であるが、整
備手法の検討が必要である。

地が低い。
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地区

現況の特徴

課題と対応

●土地区画整理事業が進められたが、進展
経緯

していない地区である。
●60/200 から 30/50 へ変更した経緯があ

◆過去に土地区画整理事業が進められたが、進
展していない経緯についての配慮が必要であ

る。

る。
（地区内住民への正式な協議打診までに至

●可住地割合が極めて高い。

っていない）

●人口密度が極めて低い。
カルテ

◆上位計画が示す「宅地形成を図る地区」とし

●低・未利用地が極めて多い。

て整合していない。

●古い住宅が多い。
●道路が極めて少なく、２／３が狭あい道
路である。

◆面整備の進展がないまま、60／200 から 30／
50 へと規制強化された経緯があり、見直しに

為
当

向けた検討が必要である。

●歩いていける公園が全くない。
●未整備の都市計画道路が２路線（名豊道

◆広域幹線道路である名豊道路のインター（平

路・国府御津線）あり、名豊道路は現在
整備中（豊橋市～東三河ＩＣ）である。
●道路が少ないため、住宅がなく、ほとん
現地踏査

ど低・未利用地である。

成 24 年開設予定）が近接し、開発需要が高ま
る可能性がある。しかし、駅から距離があり、
住宅開発の需要が乏しい状況であるため、今
後の都市計画道路の整備に合わせ、地区の将
来ビジョンの再検討とともに、適切な土地利

●現道への住宅建設は鈍化している。駅か
ら距離があり、住宅地としての需要が低
い。

用の転換が求められる。
◆地区北側からのアクセス性を高めるため、国
府御津線の整備が必要である。

●幹線道路（国府御津線）からの出入りが
難しい。

◆下水道整備に合わせ、狭あい道路の整備手法
を検討する必要がある。

●今後、狭い現道に下水道整備を進めてい
かなければいけない。
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地区

現況の特徴

課題と対応

カルテ

●人口密度、可住地割合が極めて高い。

◆都市計画の「面」の視点と、開発許可基準や

●古い住宅が多い。

位置指定道路の適切な規制・誘導という「点」

●狭あい道路は少ないが、道路が少ない。

の視点を合わせて整備する必要がある。
◆６地区で最も住宅が密集しており、規制によ

●開発実績が他の地区より多い。

り建て替え時に支障をきたす可能性がある。
●未整備の都市計画道路（大池線・地区外
に上宿樽井線）がある。
●狭あい道路、住宅密集地、低・未利用地
が混在している。

また、空き家が目立つ。
◆民間開発等が進んだ結果、道路が線としてつ
ながらず道路配置が良くない。道路は少ない
がある程度配置されているので、計画的な道
路網の整備が必要である。

●名鉄国府駅に近いため、住宅の立地ポテ
ンシャルが高く、開発が進む一方で古い
住宅の空き家が目立つ。
●東部の住宅密集地は一筆が狭い。
●民間開発等を繰り返し行ったため、開発

●適切に２項道路のセットバックがされ
現地踏査

国府上宿

ごとに道路がつながっている。

ていない。
●一部は消防車両が進入困難な場所もあ
る。
●西側の変則交差点及び姫街道からの進
入路は、消防車両が進入できず、交通安
全面でも懸念される。

◆大池線の半断面は豊川西部土地区画整理事業
により近い将来整備されるが、暫定用途地域
内は整備がされないため、整備にズレが生じ、
道路整備が完結できない。
◆上宿樽井線との交差点が設置できず、供用開
始ができない弊害を招いている。
◆狭あい道路の後退用地が未整備の部分に対す
る対応が必要である。
◆住宅が密集している箇所は、火災発生時の延
焼被害の拡大が懸念されるため、防災の視点
においても地区内への道路整備が必要であ
る。
◆地区内の道路は路線により交通量の違いが顕

●地区内の道路は、路線により交通量の偏
りがある。
●幼稚園があり送迎等の交通量が多い。通
学路もあり、人口も多い。
●下水道整備が平成 24 年度から着手され
る地区である。

著であり、主要道路の交通量はかなり多い。
また、幼稚園もあることから、主要道路や公
共施設利用者などに対する歩行者の安全性確
保が必要である。
◆下水道整備が平成 24 年度から着手されるが、
基盤整備の手法についての検討が必要であ

●排水不良箇所がある。
●隣接地で豊川西部土地区画整理事業を
施行している。数年経つと市街地の違い
が顕著に現れることが想定される。

る。
◆隣接地で施行する豊川西部土地区画整理事業
地は比較的若者世代が住む一方、暫定用途地
域は高齢者世代が多くなり、地域格差などコ
ミュニティの問題も懸念される。
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地区

現況の特徴

課題と対応

●低・未利用地が極めて少ない。
カルテ

●歩いていける公園割合が高い。
●人口密度、可住地割合が極めて低い。
●古い住宅（寺社等を含む）が極めて多い。
●道路が極めて少なく、狭あい道路も極め

八

て少ない。

◆狭あい道路の整備とともに、防犯対策が必要
である。
◆良好な景観を有する八幡宮があり、また三河
国分寺跡、三河国分尼寺跡史跡公園など周辺

幡

●南西部の狭あい道路は防犯上暗くて危

には本市を代表する景観を有する資源が多く

現地踏査

存在しているため、景観保全のための規制の

険である。
●八幡宮が特徴的であり、このため豊川西
部土地区画整理事業区域から除外した

検討が必要である。
◆史跡三河国分寺跡整備基本構想との整合を図
る必要がある。

ことも納得できる。
●史跡三河国分寺跡整備基本構想では、八
幡宮は「環境保全ゾーン」とされている。
カルテ

●可住地割合が高い。

◆大池線北側は同一街区内で市街化区域と市街

●人口密度が低い。
●狭あい道路は少ないが、道路が少ない。
●歩いていける公園割合が極めて低い。

平

●比較的大きな低・未利用地２箇所が存在

現地踏査

尾

する。

化調整区域が存在しており、市街化区域は 30
／50 に対して市街化調整区域は 60／200 と逆
転しているため、線引きの境界についての見
直しが必要である。
◆狭あい道路や道路の本数が少ないため、低・

●都市計画道路大池線北側は、街区の中央
で線引き決定がされている。
●部分的に狭あい道路や行き止まり道路
がある。
●都市計画道路も整備済みであり、面整備
が想定されない地区である。
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未利用地を有効活用した整備が必要である。
◆用途地域の変更について検討する地区であ
る。低・未利用地などへの新設道路や、狭あ
い道路の拡幅などポイントを定め個別に整備
していくことが必要である。

地区

現況の特徴

課題と対応

●可住地割合が極めて高い。
カルテ

●新しい住宅が多い。
●歩いていける公園割合が高い。

◆都市計画道路（小坂井中条線）の計画区域内

●人口密度が低い。

への建築が増加傾向であるが、建築制限があ

●道路が少なく、狭あい道路は半分であ

るにもかかわらず整備進展がない。

る。

◆駅に近接し、新池公園が整備され、住環境の

●未整備の都市計画道路が２路線（小坂井

向上により開発需要が高まることが想定され
るため、無秩序な開発の規制・誘導が求めら

中条線・石巻赤根線）ある。

伊

●低・未利用地には、若干道路は必要であ

奈

るが、地区内は概ね４ｍ道路が縦横にあ

れる。
◆既存道路は整形に配置されているが、未整備
の都市計画道路が斜めに交差するため、都市

り、側溝も布設されている。
現地踏査

●新池公園西側の狭あい道路は、大型水槽
車が進入できない。また、通過交通も多

計画道路を含めた地区内への道路の配置を検
討する必要がある。

く２項道路に関する通報もあるが、平成

◆新池公園が整備され住環境が良くなったこと

23 年度に拡幅済（予定）となり、状況

により、暫定ではなく正式に低層住宅地とし

改善される見込みがある。

て考えても良いが、未整備の都市計画道路２

●一筆あたりは比較的広く、駅に近接して
おり利便性は良い場所であるが、住宅建
設は鈍化している。ただし、都市計画道
路区域内への建築は増加傾向である。
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路線があるので、都市計画道路完成まで現状
維持したほうが良い。

第３章

手法の研究

この章では、第２章までに整理した課題を解決するために講じられる手法を研究
します。

１．一般的な手法の研究
本市で現在適用している手法としては、以下のものが挙げられます。
表 12：本市の一般的な手法
手法（※）

種別

所管法

目的（法第１条）
都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制
限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事

計画

地区計画

項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序

都市計画法

ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公
共の福祉の増進に寄与すること。
土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、
土地区画整理事業

土地区画整理法

費用の負担等必要な事項を規定することにより、
健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の
増進に資すること。
道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の

道路事業

道路法

事業

指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区
分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄
与し、公共の福祉を増進すること。
流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項
並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の

下水道事業

下水道法

設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整
備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生
の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保
全に資すること。

【※計画手法と事業手法について】
◆計画手法は、目標、土地利用や都市施設の整備方針（ビジョン）を示すものであり、都
市計画マスタープランにより包括的に定められています。
◆事業手法は、計画手法で位置づけた目的を実現するため具体的に行う分野ごとの整備事
業を指します。
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地区計画
◆概要
＜事業制度＞
地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために、都市計画法に基づき
必要なまちづくりのルールを市が定める「地区レベルの都市計画」です。
日常の生活空間を住民が主体となって（必要に応じて行政が連携）、地区の目指
すべき将来像を設定し、その実現に向けてまちづくりのルールを都市計画に位置づ
けて（都市計画決定）、まちづくりを進めていく手法です。
＜定める内容＞
地区計画で定める内容は、方針と地区整備計画になります。
地区計画の方針
（ビジョン）

目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定めます。

地区整備計画

道路、公園、緑地などの地区施設や建築物等の整備、土地利用に

（具体内容）

関する計画を定めます。

地区整備計画は、地区計画の目的を達成するために、必要な事項を定めます。とり
わけ建築物に関する事項について細かく定めることができます。
用途、容積率、建ぺい率、敷地面積または建築面積、壁面後退、高さ、形態または色
彩、緑化率、垣またはさくの構造などに対する制限

一定のルールに守られた建築物が建つことと合わせて、道路や公園などの配置を定め
ることにより、地区全体がまとまりのある市街地として形成されます。
地区計画のイメージ
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◆現況
本市では、平成 23 年９月現在で８地区の地区計画を定めています。
本市で定める地区計画
種別

名称及び決定時期

住居系

豊川西部（Ｈ11）、豊川駅東（Ｈ11）、大池（Ｈ15）、サンヒル赤坂（Ｈ19）

工業系

西原足山田（Ｈ20）

商業系

豊川稲荷表参道（Ｈ19）

その他

御幸浜（Ｈ４）、八幡駅南（Ｈ21）

本研究会のテーマに該当する主な住居系地区計画として、３地区の活用事例を紹
介します。
住居系地区計画の活用事例
豊川西部地区計画

サンヒル赤坂地区計画

豊川駅東地区計画

平成 19 年 11 月

平成 11 年３月

土地区画整理事業による公共施設

開発 行 為に よ る公 共 施設 及 び宅 地

及び宅地整備

整備

予定する基盤整備または整備後の区域に定めることで事業の効果を維持・増進
◆特徴
地区計画は、ある特定の地区のまちづくりのルールを定める計画手法であり、事
業手法ではありません。地区計画に位置づけた地区施設の整備には、土地区画整理
事業などの事業手法をあてる必要があります。
地区計画は、計画手法と事業手法をセットで実現していくことによりその効果が
発揮されます。
◆課題
基盤整備の事業見込みがある区域に地区計画を定めることが多く、現に基盤整備
が脆弱な市街地の改善を図るために定める事例は多くありません。
住民が主体となってまちづくりを進めていくためには、市街地の整備改善を図る
地区計画を進めることが課題となっています。
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土地区画整理事業
◆概要

土地区画整理事業のイメージ

＜事業制度＞
土地区画整理事業は、道路、公園、河川
等の公共施設を整備・改善し、土地の区画
を整え、宅地の利用の増進を図る事業です。
地権者の方々が、少しずつ土地を提供し
（これを「減歩」と言います。）、この土地
を道路・公園などの公共用地に充てる他、

公

その一部を売却して事業費の一部に充て

園

る事業制度になっています。
＜経緯と手法及び事業主体＞
土地区画整理事業は、土地区画整理法の前身となる耕地整理法（現在は廃止）に
基づく事業手法を踏襲しているため、事業主体は土地の所有者から構成する組合に
よる施行が基本となります。
耕地整理法
（明治 42 年公布）

土地区画整理法
（昭和 29 年公布）

土地の所有者が組合員となって耕地整理組合を組織し、自分たちの土地の
有効利用を図るため、土地を整形し、道路や水路を造る。

耕地整理法の事業手法を踏襲しつつ、都市計画区域内での施行とする土地
区画整理事業が全国的に行われる。

基本として土地区画整理組合を組織

中心市街地の空洞化、公共施設整備の遅れ、防災対
策など都市の発展に伴って生じた課題がある場合

組合施行
（事業主体：組合）

市施行（事業主体：市）
行政が課題解決に向けた市街地の整備手法として実践し、一般化

◆現況
平成 22 年 12 月 24 日現在、本市では市施行が豊川西部及び豊川駅東の２地区、
組合施行が一宮大木の１地区が実施されており、この３地区を加えた土地区画整理
事業の全体施行面積は 1,242.5ha、市街化区域の約 35.7％になります。土地区画整
理事業が市街地整備の手法として、大きな役割を果たしています。
- 44 -

◆特徴
①

土地区画整理事業は、道路整備を始めとする多くの市街地の整備手法の一つで
すが、道路、公園、河川等の公共施設と合わせ、宅地を総合的かつ一体的に整備
することが特徴となります。

一体的・総合的に整備することによる利点
・ 道路と上下水道等地下埋設物の整備手順の調整が容易で手戻り工事を防止できること。
・ 既存の道路との変則的な交差等が生じないこと。
・ 利用度の低い残地が生じないこと。
・ 地権者が施行後も地区内に残れること。
・ 公平に各宅地の利用し易さが向上すること。など
その効果
・ 交通の利便性が高まるとともに、安全性が向上します。
・ 道路が広くなることで、防災的役割を果たし、火災などから人々と財産を守るとともに、防災
活動がスムーズに行えます。

・ 公園が整備され、安心して遊んだり、くつろいだりすることができます。
・ 町名、町界、地番が整理されます。
・ すべての宅地が公道に面し、宅地が整形になり、有効利用できるようになります。など
②

地権者の方々が、その権利に応じて少しずつ土地を提供する「減歩」という制
度を採用しています。「減歩」の負担により、都市計画道路や公園等の公共施設
が整備されるとともに、土地の区画が整うことにより、地権者の方々は利用価値
の高い宅地を得られることになります。

◆課題
土地区画整理事業は、地権者の方々の同意がなければ成り立ちません。
減歩を負担して区画整理を行うと・・・
少子高齢化社会を迎えると・・・

つまり
自分の土地の利用価値が上がる。

ところが･･･

土地利用の需要増加が見込めない。

土地の価値が上がる。（地価が上がる。
）
＝

土地の価格が下落傾向になる。

土地の資産価値が上がる。

現在の社会情勢の中では、地権者の同意を得られるかが大きな課題となっています。
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道路事業
◆概要
道路とは、歩行者、自動車などが通行するために設けられた施設であり、所管法
ごとに以下のとおり定義されています。
法

定

義

公道であり、道路構造令による幅員・構造などの基準が定められてい

道路法

ます。

道路交通法

一般交通の用に供する場所を言い、公道のほか農道や林道、赤道があ
り、私道のうち一般交通に供用されているものも含まれます。
公道以外に位置指定道路なども含まれます。それ以外のものは法律上

建築基準法

「道路」とは位置づけられず、同法関連上は「通路」「道」などと呼
ばれます。

道路の種類については、大きく２つに分類され、異なる役割を持っています。
分類

役

割

■都市間交通、交通量推計などに基づ
き都市計画決定を行う路線（計画）
です。
幹線道路
（街路）

■広域交通を 担うと いう位置づけ か
ら、２以上の自治体を経由するもの、
あるいは全区間が単一の自治体に含
まれるものでも起点・終点の少なく
とも一方が駅等の拠点と接続する路
線が一般的です。

■住宅などから主要な道路に出るまで

都市計画道路蔵子線の整備イメージ

拡幅事業

に利用する日常生活に必要な道路で
生活道路

す。
■自動車、歩行者が混在し、頻繁に自
動車が通ることを前提としていない
道路です。

整備前
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整備後

◆現況
平成 23 年３月末現在、本市には、幹線道路（街路）179km のうち 84km が整備済
みであり、整備率は約 47％となっています。生活道路は、1,604km のうち 1,123km
が改良済みであり、改良率は約 70％となっています。
道路整備のうち、街路は都市計画決定を行い都市施設と位置づけ、用地買収や補
償を行いながら、道路用地を確保して整備を行います。また、生活道路は各町内会
から要望を受け、現地調査を行い、各町内会の公平性を保ちながら、優先順位をつ
け順次整備を行っています。平成 22 年度実績で、道路整備に関する要望案件約 120
件のうち整備件数は 35 件であり、約 30％の整備状況となっています。
◆特徴
生活道路の整備手法には改良工事と拡幅工事の２種類があり、現況、整備効果な
どを判断し、手法を選択します。
改良工事（用地買収を伴わない）

拡幅工事（用地買収を伴う）

●排水確保のための側溝整備工事

●狭あい道路などを 4.0ｍ以上に拡幅

●経年劣化による舗装改良工事

●歩道設置を行うための拡幅

など

●路肩の整備により有効幅員を確保し、車
両等の交通安全に寄与する工事

など

■地元要望とは別に沿線地権者の同意
■優先順位を付け、整備採択

緊急性を要し、かつ道路（公共）用地内の

■１年目→用地測量等、２年目→用地買収、
３年目→工事

改良のため、比較的短期間で工事が完了

民地の用地買収を含め、地権者の同意が必
要なため、長期にわたる事業期間が必要

◆課題
①

各町内会から多くの道路整備要望があるため、対応が遅れています。

②

旧町と旧豊川市の整備要望の水準に差があり、旧町の整備水準が比較的低いと
伺えます。

③

後退用地への対応が未熟で、狭あい道路の整備が進んでいません。

④

街路の整備は、行政が長期計画の中で整備しています。一方で、狭あい道路を
含む新設の生活道路や準幹線道路の整備は、地元要望が中心となっており、計画
的整備ができていません。
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下水道事業
◆概要
＜施設＞
下水道とは、管渠・ポンプ場及び
汚水処理場から構成される施設を指
します。本市では、汚水は汚水管で
処理場へ送り、雨は雨水管で河川な
どへ放流する 分流式 を採用して い
ます。

出典：愛知県下水道課資料

＜種類＞
汚水処理のための下水道には１市町村で行う公共下水道と、２市町村以上がまと
まって行う流域下水道があり、本市では、愛知県が整備する豊川流域下水道に接続
する流域関連公共下水道を整備しています。下水道以外の汚水処理施設としては、
合併浄化槽などの施設があります。

出典：愛知県下水道課資料

◆現況
豊川流域下水道事業と歩調を合わせ、昭和 47 年 12 月に諏訪地区 342ha を第１次
事業として着手し、平成 22 年度末の時点で、全体計画面積 4,646.5ha に対し 2,962ha
が整備されています。この内、市街化区域 3,480ha に対し 2,699ha が整備され、整
備率は 77.6％となっています。また、129,399 人が利用可能となり、行政人口 179,864
人に対する人口普及率は 71.9％です。現在は、合併後の各地域のバランスを考慮し
ながら、市街化区域内の整備を積極的に推進しています。
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出典：下水整備課資料

◆特徴
＜受益者負担金＞
下水道は、道路のように誰もが利用できるものと違い、下水道が整備された区
域の方のみ利用可能であり、土地の利用価値が上がるなど特定の利益を受けるこ
と（受益）になります。そこで、受益と負担の公平を保ちながら事業を円滑に進
めるため、整備区域の方が建設費の一部を負担する受益者負担金（分担金）を設
定しています。下水道事業は、整備に長期間を要するため、受益者負担金（分担
金）は貴重な財源となります。
＜下水道の位置づけ＞
下水道は、健康で快適な生活のために必要な都市基盤施設ですが、生活に必要
不可欠な施設ではなく、生活の「質の向上」に資する施設です。都市基盤として
の必要性は高いのですが、道路等の整備と比べると緊急性が低く、他の基盤整備
が完了した市街地での、最後の仕上げとして、「まち」を完成させるものという
位置づけが強いものです。
◆課題
狭い道路が多く家屋が密集している地区（密集市街地）や、道路の数が少なくて
有効利用ができない土地（低利用地・未利用地）が多い地区など、下水道整備に先
立つべき整備が不十分な地区があります。
だから…

他の基盤整備の不十分な地区における、他の基盤整備と下水道整備との調整が、今
後の市街地整備における下水道整備の大きな課題となります。
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２．アドバイザーの活用
本研究会では、事例や経験知、専門知識を取り入れるため外部講師を依頼し、表
13 のとおり５つの視点による講演を開催しました。
表 13：アドバイザーの講演開催状況
視点

アドバイザー名

実施日
研究会

目的
豊川建設業協会

経緯の把握

講演内容

８月 23 日（火） 事務長
第４回研究会

本市の土地区画整理事業の経緯につ

近藤六男氏

いて

土地区画整理事業の経緯を通して、本市における過去の市街地整備
の経緯を研究する。
建設部一宮地区建設課

本市の暫定用途地域の解除事例につ

事例研究

主任

いて

（市内）

土地区画整理事業により本市の暫定用途地域の解除につなげた事例

松原太郎氏

を研究する。
㈱国際開発コンサルタンツ
事例研究
（県内）

県内の暫定用途地域の解除事例につ

９月７日（水）

まちづくりｸﾞﾙｰﾌﾟﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

第５回研究会

山本

（※）

地区計画により県内（東郷町）の暫定用途地域の解除につなげた事

孝氏

いて

例を研究する。
㈱国際開発コンサルタンツ
名古屋支店長

手法の提案

大森和仁氏

暫定用途地域の整備手法について

実績のある建設コンサルタントから見た本市６地区の暫定用途地域
の整備手法の提案を研究する。
特定非 営利 活動法 人東 三河

事例研究
（ＮＰＯ）

11 月１日（火）
第７回研究会

ハートネット
理事長

柳原伸行氏

豊橋市二川地区のまちづくりについ
て

ＮＰＯの参画を得て地元が主体的に取り組んだ豊橋市二川地区のま
ちづくりの事例を研究する。

【※㈱国際開発コンサルタンツの業者選定にあたっては、社団法人建設コンサルタント協会
中部支部長あてに講師派遣依頼を行い、回答のあった業者として当社に依頼を行いまし
た。】
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第１回アドバイザーの講演
第１回アドバイザーの近藤六男氏の講演内容
の概要は以下のとおりです。

1豊
2豊

川
川

駅

3青

日時 平成 23 年８月 23 日（火）
午後２時～
場所 一宮総合支所２階会議室
講師 近藤六男氏（豊川建設業協会事務長）
演題 本市の土地区画整理事業の経緯について

土地区画整理事業の概要

施行済
施行中
合計

地区数
事業主体
23 地区
市施行６、組合施行 17
３地区
市施行２、組合施行１
26 地区
市施行８、組合施行 18

4国

府

駅

5豊

川

蔵

6古

前
子
宿

7豊

川

北

8豊

川

為

9数

谷

部
当
原

10 豊 川 八 幡 南 部

第１回アドバイザー 近藤六男氏

本市の土地区画整理事業の施行済、施行中地区数及び施行面積（右図）
区分

前
馬

11 豊

川

桜

田

12 豊

川

東

部

13 豊

川

白

鳥

14 小 坂 井 篠 束 東 部
15 豊

施行面積
1,067.2ha

備考
市街化区域 3,480ha の
30.67％

175.3ha
1,242.5ha

川

御

油

16 一 宮 第 一 ブ ロ ッ ク
17 豊 川 御 油 第 ２
18 音

羽

赤

坂

19 小坂井西小坂井駅東
20 一

宮

中

部

21 豊

川

中

条

22 豊

川

大

橋

23 小 坂 井 篠 束 坂 地

市街化区域 3,480ha の
35.71％

24 豊

川

西

部

25 豊

川

駅

東

26 一

宮

大

木

出典：区画整理課資料（平成 22 年 12 月 24 日現在）
位置づけ

・土地区画整理事業の主旨は、都市施設用地を確保する（生み出す）ことであり、道路は街路事業により整備を行うなど他事業との区分けが明確化されていた。しかし、昭和 40 年代後半からの補助制度の創設により、区
域内の都市施設も土地区画整理事業と同時に作り上げていく手法に切り替わった。このことにより、都市施設を造るための土地区画整理事業という考え方が一般化している。

事業展開

やるという説明はしない。地元の有力者や議員などからの依頼（発意の意思表示）により事業を進めてきた。
・市施行の判断としては、区域内に重要な都市施設がある場合で、駅周辺など事業の必要性が高い箇所に限られる。
・お金のかかる事業であるため、同時期の複数展開は一般的ではない。
・単独事業ではなかなか進展しない都市施設整備が、土地区画整理事業の施行により一体的に一定期間で整備される。

実施の決め手

・減歩に対する住民理解が得られ、地元の合意形成に至るまでの過程においては、地元から信頼されるリーダーの存在が必要不可欠である。
・未整備の都市施設があることによって、財源確保につながり（事業費、減歩率の抑制）
、さらには事業の公共性、必要性が高くなる。
・区域としては空地が多い未利用状態が望ましい。
（建物移転補償費が抑えられる）
・財源確保のための保留地が売れる条件には地価が安定していること。

経済情勢
地権者

アドバイザーの要点（全体）

・地元の発意により組合施行として実施する事業形態が基本のため、市（行政）で整備計画や方針などは定めない。したがって、土地区画整理事業立ち上げの動きが進展していない地区に対して、市があえて区画整理を

・過去、地価は人口上昇を要因として上昇傾向であったが、豊川駅東地区立ち上げの頃（Ｈ７）から下落傾向にある。過去においては、御油地区の１筆の公開抽選に 300 人来たほど人気があった。
・過去は売りに出るのを待っていたほど保留地が売れていたが、現在は保留地が売れないため財源確保が困難である。
・過去は先祖から受け継いだ財産を簡単に個人で売ることはなかったが、今は保留地を売る前に地権者が売ってしまう。保留地は形状の良くないものもあり、売れるときに売らないと損という考え方である。

特徴

・組合施行においては、行政はほとんど介入しないのが一般的であるが、県から経験豊富な職員が派遣され施行された本市初の土地区画整理事業（豊川地区）以降、組合施行にも指導、助言を実施してきた本市において
は、市施行、組合施行いずれにおいても市の介入度合いが高い。

説明会

・過去の土地区画整理事業の説明会において、同事業で換地指定し、整備の見通しが立った時点で用途地域の見直しがされる内容説明は住民に対して実施してきた。
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国府岡本・高畑

項 目
減歩への反対
気運の高まりがない

要 点
・岡本は平成４年に地元有力者の依頼で勉強会を開催し発起人会まで進んだが、それ以降進展していない。地権者が減歩よりも県河川（音羽川）の単独買収のほうが得だと判断され、結
果として減歩への反対により進展しなかった。
・高畑は土地区画整理事業立ち上げに対する地元気運の高まりがなかった。

項 目

要 点
・当初の区域としては、施行済の豊川為当地区と一緒に考えていた。さらに、御津町とも連携してＪＲ愛知御津駅前とも一体となった計画を作ったが、地元の合意が得られなかった。

事業への反対と時代背景

・豊川為当地区の開始時期の昭和 47 年頃は、どんどん地価が上昇しており、国では公共団体補助事業が始まり事業資金を比較的安易に確保することができた。

為当

・同地区は面積も小さかったため、豊川市の土地区画整理事業施行地区のうち比較的短い期間で施工できたので、同地区が良かった地区として印象にある。
・都市計画道路名豊道路の都市計画決定前に、準備委員会的な組織を立ち上げて議論を行った。当時は名豊道路自体の計画が消えかかった時期であり、計画決定してもすぐ事業化にはな
名豊道路の都市計画決定遅延に

らないので、主たる財源の裏付けがないまま権利者を説得できなかった。一部の住民にしか話はできず、結局のところ地元住民に対しての説明に入れなかった。
・その後の名豊道路の説明会の際に、土地区画整理事業の質問があったが、住民に対して減歩の説明をしておらず、説明すれば減歩への反対となったかもしれないが、名豊道路とのタイ
ミングが合えば土地区画整理事業は実現できたかもしれない。

国府上宿

項 目
減歩への反対
高密度な住宅地

要 点
・減歩による負担をしてまで土地区画整理事業をしなければいけないのかという反対があった。
・当時の地権者は若かったが今は高齢世帯が多いので、土地区画整理事業をしないで静かにさせてほしいと言われるのではないのか。
・名鉄国府駅に至近であるため住宅が張りつき、線引き（Ｓ45）当時から高密度な住宅地を形成していた。住宅が多いことにより建物移転費などの事業費がかかるため、土地区画整理事業
の施行区域としては適当ではなかった。

項 目

要 点
・地区の大半が八幡宮の用地であり、神社仏閣の区画形質変更はあまり好まれない。したがって用地が生み出されにくいため、土地区画整理事業を行うメリットがない。

八幡

アドバイザーの要点（地区別）

よる好機逸失

・地区の南側の住宅地は小規模であり、現在施行中の豊川西部地区の区域に入れても道路の変化が見込めず、事業として実施する必要性が低い。

地区の特性

・当地区を豊川西部地区の区域に入れる必要性を見い出すため、地区南側の西古瀬川沿いの筋違橋までを区域に入れようと考え地元と調整を行ったが、事業への反対により実現できなかっ
た。

項 目

要 点
・地区内の骨格となる都市計画道路平尾線及び大池線は、豊川西部地区の事業計画決定の時点（Ｈ７年）では既に先行整備がされていた。
（平尾線は整備完了、大池線は用地買収中であり、

平尾

都市計画道路の先行整備

２路線とも単独買収で実施）このため、豊川西部地区に含めて整備する必要性がなかった。
・上記２路線の整備に際して用地提供をした地権者については、さらに土地区画整理事業による減歩が発生する二重負担が生じる問題もあり、豊川西部地区の区域から除外した。

県営平尾住宅の除外

・豊川西部地区は愛知県決定のため愛知県が許認可権者である。地区内にある県営平尾住宅も県所有であり、既に完成している県営住宅を豊川西部地区に入れることにより減歩されるメリ
ットがないとのことで、愛知県から除外するよう指導があった。しかし、住宅用地の一部は豊川西部地区に対して協力してくれた。

項 目

要 点
・当初は組合施行で考えていたが、八幡、上宿、平尾の３つの集落ごとで組合施行した場合、公共施設の整備効果が進捗度合いによりすぐには出てこない。さらには途中で事業が進展しな

その他

豊川西部地区の経緯

かった場合などは、地区全体の完了がいつになるか分からないこともあり、市施行とした。
・船山古墳のあるエリアは、当初、久保地区と一緒に姫街道を挟み、豊明市の前後駅のイメージで整備を考えていた。当時は国府病院も建て替えをしていなかったのでチャンスではあった。
・牛久保や国府、豊川などの旧市街地は、住宅が多く、事業費も膨らみ面整備は困難である。

その他の地区

・三蔵子や御油などは道路間隔も広く、
（必要性は宅地供給のみであり）大きな要素もないため、土地区画整理事業の必要性が低く、実施は考えてもいなかった。
・旧一宮町の土地区画整理事業は全て減歩率が概ね 20％で施行されている。豊川北部地区を参考に減歩率を設定していたと思われるが、必然と当時の町費が相当投入されていた。
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図１：一宮大木土地区画整理事業位置図

第２回アドバイザーの講演
第２回アドバイザーの松原太郎氏の講演内容の
概要は以下のとおりです。
日時 平成 23 年９月７日（水）
午後２時～
場所 市役所本 21 会議室
講師 松原太郎氏（建設部一宮地区建設課主任）
演題 本市の暫定用途地域の解除事例について
（一宮大木土地区画整理事業の事例研究）
第２回アドバイザー 松原太郎氏

地区の概要

内容

一宮大木土地区画整理事業の概要

面積と位置（図１）

約 31.1ha

平均減歩率

20.54％（小数点以下は下水受益者負担金分）

施行期間

平成 16 年 10 月１日から平成 30 年３月 31 日（18 年６ヵ月）

図２：図で見る一宮大木地区の都市計画

都市計画決定 平成 16 年４月６日（土地区画整理事業）
決定・認可・指定
（図２）

① 昭和45年11月24日 都市計画決定（市街化線引き）

平成 23 年６月 17 日（用途地域【暫定用途解除】
）

④ 平成16年4月6日 都市計画決定（市街化編入、用途地域変更、都計道、区画整理事業）

一宮大木地区を含めた旧一宮町地内の
市街化区域160haとした。

当初認可 平成 16 年 10 月１日（組合設立日）

市街化編入・用途地域変更
約3haを市街化編入し、用途地域を第一
種低層住居専用地域（30/50）とした。

仮換地指定 平成 23 年６月８日
権利者数

都計道変更

501 人

豊川新城線の事業化に向け、中通線を
一宮町地内に終点を延伸した。

筆数

915 筆

市街化率

58.8％（平成 21 年時点）

移転率

22.1％

地区内主要道路

都市計画道路豊川新城線（国道 151 号バイパス）
、中通線、県道三蔵子一宮線

200
5
6

5
1-10
3

第一種住居地域

第一種低層住居専用地域

（予定）一宮大木土地区画整理事業地区 31.1ha
一宮大木土地区画整理事業地区 31.1ha

② 昭和47年11月29日 都市計画決定（建ぺい率・容積率）
都計法改正により、4用途から8用途となり、
用途地域に建ぺい率・容積率を定める。

⑤ 平成16年10月1日 組合設立・事業計画

⑥ 平成18年2月1日 市町合併

⑦ 平成21年5月29日 事業計画変更

第一種住居地域

第一種低層住居専用地域

・都市計画マスタープランに位置づけられていること。

⑧ 平成23年6月8日 仮換地指定の通知

・市街化区域編入されている、または予定であること。

（予定）一宮大木土地区画整理事業地区 31.1ha

⑨ 平成23年6月17日 用途地域変更

暫定用途の解除

・公共団体として施行する地区であること（市施行・組合施行）
。
（市施行の場合は必須）
③ 昭和53年8月7日 都市計画決定（都計道 豊川新城線）

・建ぺい率 30％、容積率 50％指定であるにも関わらず、市街化率は 58.8％と半分以上が市街地形成

事業特性

200
7
6

一宮大木地区を横断する（都）豊川新城線が旧一宮
町内約7ｋｍが都市計画決定される。

されていた（市街化の進展）
。旧一宮町で施行した３地区の土地区画整理事業のうち、当初は最初
の着工予定であったが、豊川新城線のルート変更の関係により最後の着工となった。

5
1-10
3

第一種低層住居専用地域

本来は早期着工ができれば市街化が進展せず事業費の抑制ができた。

200
5
6

準住居地域
200
5
6

第一種中高層住居専用地域

200
5
6

第一種住居地域

第一種住居地域

（予定）一宮大木土地区画整理事業地区 31.1ha

・平成 21 年５月 29 日に行った事業計画変更では、道路整備を通常６ｍを基本のところ、５ｍを基

一宮大木土地区画整理事業地区 31.1ha

本とする整備水準の引き下げにより資金計画の変更を行った。
・公共施設と宅地を総合的、一体的に整備することが可能である。

強制執行

区画整理のメリット

アドバイザーの要点

都市計画決定要件

200
5
6

5
1-10
3

・補助金制度により財源確保ができ、資金計画が比較的安易になる。
・地区内での換地を基本とするため、既存のコミュニティを維持できる。

・事業認可を得れば土地区画整理法第 77 条に基づく直接施行により、強制的に事業（工事）ができる。
・地区計画における整備手法としての道路事業も強制的な事業執行はできるが、そこに道路を造らない
といけない必要性を証明することが困難であり、ハードルが高い。

・地区全体を土地区画整理事業で行うことにより平等が確保される。
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図１：白土・涼松地区位置図（ベースは暫定用途解除前の都市計画図）

第３回アドバイザーの講演
第３回アドバイザーの山本 孝氏の講演内容の概要は以下
のとおりです。
日時 平成 23 年９月７日（水）
午後３時～
場所 市役所本 21 会議室
講師 山本 孝氏（㈱国際開発コンサルタンツ名古屋支店
まちづくりグループプロジェクトマネージャー）
演題 県内の暫定用途地域の解除事例について
（東郷町白土・涼松地区の事例研究）
※建ぺい率 30％、容積率 50％を文章中では３／５と表記しています。

第３回アドバイザー 山本 孝氏

㈱国際開発コンサルタンツは平成 13 年度から平成 16 年度までの４年間にかけて、東郷町の業務委託を受け、地区計
画を策定する上で地元の協議会組織の運営支援を行いました。
項目

内容
面積約 40ha
名古屋市に隣接し、平針駅、赤池駅及び国道 153 号バイパスに至近でもあるため、当時から開発ポテンシャ

白土・涼松地区の概要

ルの高い地区であった。

図２：白土・涼松まちづくり推進協議会区域

昭和 45 年 11 月 24 日 市街化区域編入（当初線引き）

地区の概要
（図１、２）

区域区分、用途地域、

昭和 46 年 12 月 15 日 住居地域、建ぺい率 60％、容積率 200％

建ぺい率・容積率

昭和 47 年９月 16 日 第１種住居専用地域、建ぺい率 50％、容積率 100％

指定の変遷

昭和 59 年４月４日 第１種住居専用地域、建ぺい率 30％、容積率 50％
平成８年５月 31 日 第１種低層住居専用地域、建ぺい率 30％、容積率 50％

第１、第２ブロック
・建て詰まっている

白土地区（第１ブロック、第２ブロック）及び涼松地区（第３ブロック、第４ブロック）で構成。

・狭あい道路が多い

地区内は密集市街地要素（狭あい道路が多く行き止まりもある基盤が脆弱な部分）と未利用地要素（道路が

・未利用地が点在

少なく宅地利用の使い勝手が悪い部分）が混在していた。
地区内は線引き前から住む高齢者世代と、３／５の指定以降に建てられた 30 代などの比較的若い世代が混在
している。

地元要望

第３ブロック

・平成８年に、地元から３／５では建て替えができないので何とかして欲しいという強い要望が役場に寄せられた。

・広大な未利用地

・要望には他に狭あい道路の改善もあったが、これに関しては慣れており、地元はさほど強い意識を持っていなかった。
・地元要望を受け、同年から役場主導で地区計画を見据えたまちづくり計画策定に動き出し、協議会組織が発足した。

協議会の発足

アドバイザーの要点（経緯）

１．本格的な協議会ができるまで（～平成 13 年）

・発足当初は、プランニングなど全てを行政が行い、内容を地元に下ろす際に協議会が使われ、行政と地元をつなぐ窓口としての
役割しか持っていなかった。
第４ブロック

・協議会メンバーは自治会役員などが主であったため、年度ごとに入れ替わりがあった。
・行政主導の協議会は平成８年から平成 11 年まで続いたが、うまくいかず頓挫し、平成 13 年まで空白期間が続いた。

・建て詰まっている

・平成 13 年に役場が「地元の計画は地元で作るべき」といった方向転換を示し、住民行政協働型のまちづくりへと変わり、地元

・狭あい道路が多い
・未利用地が点在

が作った案を行政にぶつけていく役割に協議会が変わっていった。

- 54 -

アドバイザーの要点（経緯）

図３：協議会が作成した地区計画素案

２．地区計画の素案ができるまで（平成 13 年～平成 16 年）
（図３）

第１ 、第２ ブロ ック

第３、第４ブロック

第１、第２ブロック

・地区を４ブロックに分け、ブロックごとに活動を行い、協議会で４ブロックをまとめる全体会議を行った。
・かわら版の発行による活動のＰＲや懇談会、アンケート、地権者の意向確認などを行い、各ブロックとも
精力的に地元の方が活動を行った。
・各ブロックの素案をまとめ、道路などの整備方針まで作り上げた。
・協議会メンバーは再出発時点のメンバーをそのまま固定し、入れ替わりなく最後まで携わった。

住民の熱意と行政の協力

・根底には「３／５をなんとかしたい、建て替えができない」といった住民の思いが強くあった。
・住民の精力的な活動により、行政としては地区計画の素案に対する理解が得られやすくなったと思われ
る。
・行政も協力し、地元で決めた素案のうち「道路整備の費用負担、整備主体のあり方」などのルール化を
受けて条例化し、地区施設整備の担保につなげていった。数多くの地区施設（道路・公園）を位置づけ、
築造、舗装などに対する税金投資の意思表示を行った。

終わりではない）県からも５年程度の実施計画が必要であると言われた。
・地区計画の絵を描く際には、住民からの声を行政が拾い上げて具現化していくことが大切である。
・３／５全てが悪ではなく、これをなんとかしたいと住民が言ってきた時に行政が手を差し伸べるべきで
ある。

赤囲みは土地区画整理事業の施行区域

用途地域変更案

・地元が３／５を何とかしたいという要望、すなわちまちづくりのテーマが具体的に挙げられ
東郷町

ていた。
・他の地区で土地区画整理事業を行いたい行政としての将来プラン（市街化調整区域におけ
る商業施設を核とした住宅地開発と、産業用地開発）を裏に抱えており、そのためには暫

・建ぺい率 30％→50％

定用途の解除が必要であった。

・容積率 50％→100％
（沿道部分については用途地域の変更と合わせ

・３／５に対する思いは個別にありつつも、まだ東郷町のレベルまで地区のニーズとして形成され

豊川市

東郷町と豊川市の違い

アドバイザーの要点

地区計画を定める上でのポイント

・地区計画を定めることと合わせて、地区施設整備の担保をとることが必要である。
（地区計画を作って

て 60％、200％）

ていない。合意（テーマ）がない段階での検討であるので市も動きようがない。
・現在施行中の３地区の土地区画整理事業に集中しているため、他の地区での土地区画整理事業の
意志はなく、暫定用途解除が課題である問題意識が弱い。暫定で決めたまま現在に至っているこ

・地元案を受け、行政は「地区計画区域道路

とが問題である。
３／５に据え置く場合のポイント

の整備に関する条例」を制定。

・３／５は問題ないとしても必ず何らかの問題を抱えている。３／５でもこれだけ市街化するので、ほっ

・全て町が買収という議論もあったが、土地

とけば何とかなる訳ではなく、ほっとけばもっと悪くなるということを、住民に説明していく姿勢が必

区画整理事業とのバランスを考えて「施設

要である。

整備の考え方」を定めた。

・地元に入り、まちづくりを考えていく際、３／５が支障をきたすのであればそれを変えれば良いし、支
障がないならば３／５のこの地区が目指すまちづくりを掲げる必要がある。
・３／５でゆとりのあるまちが良いと望むのならば、必ずしも土地区画整理事業や地区計画をかける必要

＜施設整備の考え方＞

はない。

道路計画

1.8ｍ以上4ｍ以下の部分

用地は寄付又は無償使用

整備（町）

4ｍを超える部分

用地買収（町）

整備（町）

用地買収（町）

整備（町）

用地借地又は買収（町）

整備（町）

用地買収（町）

整備（町）

拡幅道路

・当初は６ｍ道路で道路配置を考えていたが、なかなか合意が得られない状況にあり、県から「骨格とな
る道路は６ｍ幅員に」の指導のもと、地区内に足りない道路を新設、又は拡幅に分け幅員配置を６ｍ、

新設道路

５ｍ、４ｍとバリエーション豊かに計画した。
公
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園

転回場、隅切り

図１：道路整備の視点での整備手法の考え方（骨子）

第４回アドバイザーの講演
第４回アドバイザーの大森和仁氏の講演内容の
概要は以下のとおりです。
日時 平成 23 年９月７日（水）
午後４時～
場所 市役所本 21 会議室
講師 大森和仁氏
（㈱国際開発コンサルタンツ名古屋支店長）
演題 暫定用途地域の整備手法について

分類１

分類２

分類３

分類４

分類５

分類６

分類７

分類８

第４回アドバイザー 大森和仁氏

都市化と農地開発

・３項目は、①既成市街地（ＤＩＤ地区）と新市街地（ＤＩＤ以外の地区）の区分け、②耕地整理の有無、③
整備すべき都市計画道路の有無である。①に存在する②の有無別に分け、さらに③の有無により区分するこ
とで８つの分類（図１）となる。

図２：国土地理院地図

・明治 23 年（図２）では市街化が進展しておらず、工場等も立地していない農村エリアであった。
・昭和 44 年では工場が建ち、市街化が進んでいる状況が見受けられる。昭和 30 年代から 40 年代にかけて日
本の都市化が進み、合わせて耕地整理も進み農道が成形に整備されている。
・農地開発後の基盤の上に都市が作られているのが日本の実態である。
・地権者から見れば農地のため、又は都市のために１回は土地を提供して道路を造ってきた。したがって耕地
整理済みの地区を土地区画整理事業しようとする場合は、住民の理解が得られにくい。逆に言えば、耕地整

約

理されていないところは土地区画整理事業がしやすく、これまで施行されてきた土地区画整理事業はこのよ

80

年経過

耕地整理の影響

うな地区であると思う。
・耕地整理がされた地区については、農道がある程度格子状に入っている。つまり、道路ストックが存在して
いることになる。

都市計画道路整備の効果

アドバイザーの要点（骨子の背景）

３項目８つの分類

・整備手法は道路に着目すると見えてくるものであり、基本的には単独整備か面整備の２通りである。

・都市計画で位置づけられた都市計画道路の持つ公共性が高いため、行政が税金を投資して整備を行う。さら
に交通機能だけでなく沿道の土地利用も進むよう期待されることから、ますます都市の発展と公共性が高ま
り、整備に対する住民理解も得やすい。
・都市計画道路がある地区を土地区画整理事業で整備する場合は補助金が見込まれるため、事業資金として使
えるメリットがある。

明治 23 年（1890 年）

の道路を造らなければいけないかの理屈がついていれば良い。

昭和 44 年（1969 年）

・しかし、事業が動き始める可能性がある場合は、計画的に１度は面として見た上で進めていく行政としての
プランニングが必要である。
・１級市道における今後の５年、10 年スパンくらいでの整備路線の目安をつけたり、生活道路の整備ガイドラ
インのようなものを作っている自治体もある。

特定保留

道路整備の長期展望

アドバイザーの要点

・暫定用途地域に限らず、各地区における道路整備の優先順位はあると思うが、その道路を造る理由、なぜこ

・市街化調整区域に隣接しているようなところでは、開発許可案件で 50 戸連たんがとり易くなるなど、
市街化調整区域にも開発が進んでいってしまう現状がある。
・３／５でもなかなか制限がきかないので、市街化調整区域として一回制限をする特定保留の事例も
あるようだが、そのようなところは開発抑制となる農用地も白地であり、制限する根拠がない。
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分類１

耕地整理で整備された現道（農道）がある程度格子状に入っており、比較的成型な道路形状である

分類４
分類３
・都市計画道路と現道とのミスマッチを解消するための現道

・都市計画道路と現道とのミスマッチを解消するた

・都市計画道路が現道拡幅型の場合は単独買収方式

分類２

での拡幅となるが、場合により沿道整備街路事業
などの帯状に整理する手法も活用していく。

めの現道の切り回しが必要である。

・都市計画道路が現道に対して斜めに入る場合は、

・土地の区画形質や接道状況の改善による沿道の宅地供給。

・土地の区画形質や接道状況の改善による沿道の宅

・事業の特定は難しく、個別

地供給。

に総合的な視点で判断。

・都市計画道路という大きなインフラを造り、その整備効果
を享受するためにも受益者負担により公共に還元。

主に土地区画整理事業

主に地区計画と個別事業の組み合わせ

アドバイザーの要点（分類別の整備手法の考え方骨子）

高まるため事業効果が高い。

利用を考えると区画整理が望ましい。

・上記２点により交差点の集約化ができ、走行性も高まるた
め事業効果が高い。

・上記２点により交差点の集約化ができ、走行性も

現道との交差角が不整形になるため沿道の土地

の切り回しが必要である。

分類８
・ある程度まとまりのある未
利用地については 1ha、
2ha

分類６

分類５
・生活者から見た際の交通量の多い道路（地区集散道路）における安全

分類７

・農道もなく、入り組んだ行き止まり道路も
ある中でも生活の軸となる道路があるの

性確保が不足。
・地区集散道路の整備、あるいは歩道設置を行い、地区内の重要な道路
としての位置づけを行う。
・地区施設道路の整備制度の創設及び個別道路の整備が必要である。

・地区集散道路における安全性確保のための整備、あるいは歩道設置を
行い、地区内の重要な道路としての位置づけを行う。

で、この道路を地区施設として位置づけ単

・地区施設道路の整備制度の創設及び個別道路の整備が必要である。

独事業で整備。

・未利用地部分については耕地整理で造られた道路上の必要な箇所に新

・住宅局補助などを使いながら財政負担を軽

程度のミニ区画整理で実
施する。介在農地を宅地化
するイメージである。

設道路として地区施設に位置づける。

減し、地区計画と合わせた事業展開となる。

道路ストック（農道）がない旧集落地のため、密集市街地的な地区である
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既成市街地と比べて未利用地が多い傾向である

（分類④）

見直し
た土地区画整理事業

生活道路の体系化、主要区画道路の整備を行う。
・公園がないので、地区計画の地区施設に位置づけ、時間はかかっても整備を行う。

地区計画と個別事業

ミニ区画整理、または

・音羽川沿いの堤防道路と区域東側の道路を主として現道部分が宅地化し、中央が未利用地とし
て残っている。
・これらの未利用地については、宅地化していくのであれば接道不良である。現道がないのでミ
ニ区画整理の実施、または地区計画と個別事業の組合せによる整備を行うか、ディベロッパー
の開発に合わせ、地区計画に沿った形で道路を造り上げてもらう。
・地区計画で位置づける道路は、都市計画道路と違ってコースで計画決定する訳ではなく、ある
意味起終点を決めているだけなので、地区計画で柔軟な位置づけのもと、開発に合わせてさわ
るイメージである。

整理事業

土地区画

・国府赤根線北側の未利用地については、形状的に切り盛りしないといけない。せっかく都市計
画道路ができるので、沿道の土地利用転換と施設立地の誘導のためにもタイミング的に合うの
であれば土地区画整理事業が望ましい。
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住宅地と工業地に分け

個別事業

地区計画と

・生活者から見れば横方向の動線がないので、東西に骨格となる道路が必要である。地区計画と

土地利用計画の

（分類②、⑥）

・単独買収で整備が進む予定の名豊道路と、東三河環状線の２つの骨格軸が交差する場所であり、
近くにインターもできる交通条件の良い場所であるため、そもそも土地利用的には産業用地と
して好適地である。
・都市計画マスタープラン上では住宅地として位置づけされているが、豊川市全体の土地利用計
画を考えた場合、工業地としてふさわしい場所である。
・工業地として土地利用を図っていくのであれば、地区内には未整備の国府御津線もあり、土地
区画整理事業を実施する際の事業資金（補助金）が確保できる。
・地区内にはアパートなどが点在しており、産業用地としてまとまった土地を確保するには建物
移転が必要となる。地区計画で土地を入れ替えることはできないので、西側へ住居系を寄せて
住宅地とし、東側を産業用地として考える方法もあるが、これを実現するための手法は土地区
画整理事業である。

（分類⑧）
景観保全

・３／５以前に市街化区域に入っていること自体が疑問である。
・八幡宮があり、入口の住宅などは生け垣があり、それなりの雰囲気を持った建物であるので、こ
の地区は都市づくりではなく景観保全、緑地保全である。

（分類①、⑤、⑥）
地区計画と個別事業

・地区内にはそれなりの道路はあるが、斜め交差や行き止まりなどがある。また、場所によって
は接道していないところもある。
・東郷町に一番近い地区であると思うが、３／５でも市街化が進んでいる。放置すればますます
密集市街地になる。道路形状、幅員はそのままのため、手を打つべきである。
・生活道路の体系化、主要区画道路及び街区公園の整備を地区計画と個別事業の合わせ技で実施
していく。
ミニ区画整理、

と個別事業

道整備型街路事業

または地区計画 街 路 事 業 ま た は 沿

・介在農地を宅地化するのであれば、ミニ区画整理もしくは地区計画と個別事業により整備し
ていくことが必要である。これにより接道不良の解消を図る。

・未整備の都市計画道路大池線沿いは、路線沿いに多くの家が建っている。
・単純に用地買収方式の街路事業か、もしくは移転に反対の地権者や残地を何とかしてほしいと
いう地権者を、少しづつでも入れ替えてやる沿道整備型街路事業などで整備を行う。
・帯状に何ｍで整備という手法は区切り方が難しい。
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（分類①、⑤）
土地区画整理事業
個別事業

・都市計画道路が全て整備済みであり、第一種低層住居専用地域の３／５の制限のみ残っている

用途地域の見直し

状況である。
・北側の開発区域は、同じ街区なのに北側は市街化調整区域の 60／200、南側は第一種低層住居
専用地域の 30／50 となっている。線引きの形状が疑問である。仮に県の定期見直しで挙げると
したら、北側の市街化調整区域の住民は「何もしてくれないのに税金だけ取るのか」になって
しまう。
・ぜっかく造った都市計画道路の整備効果が高まるよう、沿道土地利用に向けた用途地域の見直
しが必要である。

地区施設

の充実

・用途地域の見直しのためには不足する地区施設の充実が要件であるので、未利用地の部分に道
路を入れたり、狭あい道路を拡幅するなどの整備が必要である。
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地区計画と

（分類⑦）

・典型的に新市街地で耕地整理がされた地区である。
・都市計画道路が鉄道との立体交差で現道に対して斜めに入ってくる地区であるので、現道の切
り回しが必要である。生活者から見れば出入りができなくなり、都市計画道路と沿道地区の一
体的整備により道路網の体系化を図る必要がある。
・最低限、緑で囲んだ区域くらいは、土地区画整理事業が必要である。
・上記以外の残りの地区については、狭あい道路の拡幅や新設による行き止まり道路の解消など、
不足する道路などを地区施設に位置づけ、個別事業で整備を進めていく。

図１：人にやさしいまちづくりモデル整備地区（二川・大岩地区）整備計画 全体計画と整備基本方針

第５回アドバイザーの講演
第５回アドバイザーの柳原伸行氏の講演内容の
概要は以下のとおりです。
日時 平成 23 年 11 月１日（火）
午後３時～
場所 市役所本 33 会議室
講師 柳原伸行氏
（特定非営利活動法人東三河ハートネット理事長）
演題 豊橋市二川地区のまちづくりについて

第５回アドバイザー 柳原伸行氏

アドバイザーの要点（経緯）

・過去に行政主導でまちづくりを３回程度進めてきた経緯があるが、進展しなかった。
・平成 10 年６月に「二川・大岩地区」が豊橋市人にやさしいまちづくりモデル整備地区の承認を受け、東三河人にや
さしい街づくりアドバイザーグループ、豊橋技術科学大学及び豊橋市が、地元住民の参加型まちづくりにより、平成
14 年３月に整備計画を策定した。
（図１）
・地元住民とワークショップを中心としたまちづくり計画素案作成の過程（図２）において、住民と行政との橋渡し
として同グループが中心的な役割を果たす。
・
「自分たちのまちは自分たちで考える」ことができ、住民が「楽しんで」まちづくりに参画してもらえることをキー
ワードに、まちづくりの方針転換を行った。

図２：整備計画策定の流れ

・行政はある程度先を見通し、市民の安全を考えてはいるが、実際に暮らしているのは住民である。まちづくりは、そこに住む住民が自分たちのまちをどうし
ていくことが必要である。
・住民が自分たちで提案し、考えたことを継続していくことは、思い入れも強まり、まちづくりが長く続いていく。地域住民の中でリーダーシップを握れる人、
知識がある人がまちづくりを主導していくことができれば、住民も納得しやすい。住民とコミュニケーションを取りながら進めていくことが重要である。
・まちづくりの一つのスパンは約 10 年であり、一つが変わっていくとできる喜びが生まれる。それが次への意欲につながる。これらを住民にどうやって理解し
て協力してもらえるようにするかが大切である。

ワークショップの実施

アドバイザーの要点

住民との関係

たいのか、子や孫の世代が本当にこのまちで暮らしていきたいと思える、魅力のあるまちにしたいと自分たちで考え、提案できるよう、住民の意見を吸い上げ

・住民と一緒にまちを歩き、悪いところも探すが良いものを探す、
「宝探し」をやって、報告を行い、最終的に自分たちでまちづくりをまとめていく。
・ワークショップのファシリテーターは大学生が行う。ＮＰＯはタイムキーパーや指示出しを行うなど、裏方に回りワークショップを進めていく。
・ワークショップを数回実施した後で、アンケートを実施した。ある程度、まちを見た後で実施することにより、さらに実のある意見が出てくる。
・各グループの意見を多数決で決めるのではなく、少数意見でも可能な限り取り入れることにより、自分たちの思いが成果として表れ、良い結果につながる。
・二川小学校にまちづくりの大切さを知ってもらうための出前講座を実施した。これにより、講座を受けた子どもが両親や祖父母に話をしてくれ、会議などへの
参加者が増えていった。
・まちを歩いていると、交差点が狭いという議論から、角地の隅切り用地を地権者が提供してくれるなどの良い面もあった。

第三者の介入

・ＮＰＯやボランティアなどを介入することにより、行政と住民だけではけんか腰になるような会議が、和らいだ雰囲気で進めていくことができる。
・住民の意見を聞いて、それを分かりやすくアレンジして理解してもらう役割と、住民が提案した内容を行政に納得してもらえるように考える役割の双方が、第
三者に求められる役割である。
・複数年の業務において、年間で委託契約をするのではなく、所管課が予算を取っておき、動くたびにいくらという実績払いの委託契約を実施した。
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アドバイザーの講演内容で得られた成果を、表 14 のとおり取りまとめを行いま
した。
表 14：アドバイザー講演の成果
回

アドバイザー

成

果

◆施行にあたっては、減歩に対する住民理解が得られることが必要
である。
◆周りから認められるリーダーの存在がいることである。（地元発
意の意思表示がある）
第１回

近藤六男氏
豊川建設業協会事務長

◆土地に対する人の価値観の変化がある。（保留地が売れず、大地
主が土地を売るようになった）
◆市施行は、駅周辺などに限られる。
◆国府岡本・高畑、為当については、土地区画整理事業の取り組み
を進めてきた経緯があるが、減歩反対、気運低、好機逸失などに
より進展がなかった。また、国府上宿、八幡、平尾については、
地区の特性から土地区画整理事業の施行が適当ではなかった。
◆土地区画整理事業の施行により、一体的に整備できるため、きれ
いな街並みができ、公平性が保たれる。

第２回

松原太郎氏
建設部一宮地区建設
課主任

◆都市計画道路がある区域は、財源的にも補助金が確保でき、事業
施行が容易になる。
◆基本として、区域内で地権者の移動が完結するので、コミュニテ
ィが維持できる。
◆施行にあたっては、整備水準を下げ、事業費を抑制した。
◆東郷町と豊川市の違いとして、住宅開発のポテンシャルの違いが
大きい。
◆減歩がないため、地区計画の手法は住民理解が得られやすい。

山本

孝氏

第３回

㈱国際開発コンサル
タンツまちづくりグ
ループプロジェクト
マネージャー

◆事業課と連携し、整備をしていくことが必要な区域の整備、保全
の担保をするために地区計画をかけていくことが必要である。
◆施設整備の担保がある地区計画でなければ意味がない。（地区の
整備手法は何ができるかを見極め、手法がある場合に地区計画を
かけていく）
◆暫定用途地域の解除だけでなく、地区が求める将来のまちづくり
を見据えた地区計画を立てていくべきである。
◆コンサルタントの介入は、行政と住民との間に入り、協議過程に
おいてクッション的役割を果たすことができる。
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◆道路に着目した整備手法の考え方は、整備手法の当初の検討をス
ムーズに行うことができる。
◆耕地整理の視点を追加することにより、道路ストックの有無を判
第４回

大森和仁氏
㈱国際開発コンサル
タンツ名古屋支店長

断する要因となる。
◆地区を一体的に捉えるのではなく、細分化して判断していくこと
が必要である。
◆例えば為当は工業地として適切地である提案などは、行政が持つ
地区の固定観念だけで判断するのではなく、外部から見た地区の
特性を分析する要素として参考となった。
◆コンサルタントだけでなく、ＮＰＯも第三者としてまちづくりに
活用できる団体である。
◆コンサルタントは行政寄りな立ち位置であるが、ＮＰＯは住民寄

第５回

柳原伸行氏
ＮＰＯ法人東三河ハ
ートネット理事長

りの立ち位置もあり、住民の警戒が解ける。また、地元のリーダ
ーを育てつつ、探し出してくれる。
◆コンサルタントより支出経費は抑えられる。
◆質の良いＮＰＯを育てるためにも、行政との関わりを持つ機会を
提供していくことが必要である。
◆住民の意識を盛り上げるためのノウハウは、行政とは違う手法と
して参考となった。

アドバイザー（外部）
から手法についての事
例、経験知、専門知識
を学ぶ
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３．先進地視察
本研究会では、前述のアドバイザー講演で得られた成果のフォローアップや、
本市にない手法の研究を行うにあたり、表 15 のとおり先進地視察を実施しまし
た。
表 15：先進地視察の実施状況
回

日時

対応者及び参加者

視察地

視察内容

11 月 30 日（火）

東郷町：杉浦課長、中根課長補佐、大原主査

午前 10 時 15 分～午後１時

豊川市：６名

３名

暫定用途地域解除事例
第１回

東郷町役場経済環境部都市計画課

◎「白土・涼松地区」のまちづくりについて

及び現地見学

■アドバイザーから講演のあった同地区の行政へのヒ
アリング調査及び現地見学を実施。

11 月 30 日（火）

安城市：水野課長補佐、河村氏

午後２時 30 分～５時

豊川市：６名

安城市役所建設部維持管理課
及び現地見学

◎狭あい道路整備事業について
■狭あい道路整備事業のヒアリング調査及び現地見学
を実施。

第２回

12 月 13 日（火）

焼津市：天野主幹、山田氏

午前 10 時 30 分～午後３時

豊川市：７名

焼津市役所都市整備部都市計画課
及び現地見学

２名

２名

◎暫定用途地域（暫定逆線引き）のまちづくりについて
■現在、取り組みを進めている暫定用途地域のまちづく
りについてのヒアリング調査及び現地見学を実施。
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第１回視察
①

東郷町役場経済環境部都市計画課
ａ

要点
事前に用意した「事前質問」により、説明及び質疑応答を行い、状況を確
認しました。要点は表 16 のとおりです。

表 16：東郷町の要点
項目

要点

経緯

■市街化区域に編入したが、乱開発により良好な整備が進まず、昭
和 59 年に暫定用途規制を開始したが、老朽化等に伴う建て替え問
題から、地元や議員からの解消要望が強かった。
■同時期に整備した牛廻間地区は公共用地が多かったため、行政主
導での整備が可能であったが、活用できるインフラ不足や全面土
地区画整理事業ではハードルが高いため、行政主導では困難と判
断し、市民協働型で実施。仕掛けは行政が行った。
■４ブロックに分け、それぞれ協議会委員を選出した。
■行政主導型と市民協働型のメリット・デメリットは、次のとおり
整理できる。
計画策定
事業進行
行政主導
円滑に進む
住民説明に苦労
市民協働
時間と労力多し
円滑に進む

体制整備

■コンサルタントは、地元・議員と行政の間の調整役として有効に
活用した。
■地元の協議体制は、キーパーソンとして現区長だけでなく歴代区
長を招聘し、経年による体制の劣化の防止を図った。体制は年度
ごとに人数の変化があった。
■地元議員が顧問として協議会へ参加し、中間的な役割を担った。
■職員はブロックごとの担当制とし、協議会 28 回、ブロック会議
112 回すべて参加した。（会合は夜の開催が多い。）関係他課職
員も全体会に参加したこともある。
■協議会での意見は、地区計画へ反映するなど最大限活用した。
■担当者間の温度差や異動により、地権者に対し説明が不足し、実
施段階で反対にあったケースがあった。まちづくり交付金を活用
していたため、急遽別の整備で代替したが、十分な説明と理解が
必要であった。
■整備計画に係る基準は、随時県と協議した。
■まちづくり交付金の計画は、地元との整備計画の策定段階で適用
したため、実態と整合せず、計画を変更することとなった。
■事業の推進には、政治的判断とともに、総合計画や都市計画マス
タープランへの位置づけが必要である。

下水道整備

■下水や道路の一体整備については、そのときの整備状況を踏まえ
個別に判断し、今後の供用地区は既存道路に整備した。
■雨水整備は、地形や被害の稀少性から地区計画段階では対象とし
なかった。ただし、境川が特定河川となったため、今後整備の可
能性がある。
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項目

要点

建築確認

■セットバックは、独自に作成した適合通知書を確認申請に添付す
ることで規制している。ただし、形式でなく、実態的に適合して
いるかを重視している。なお、近隣住民の相互監視により、違反
行為の防止が図られている側面もある。
■地域の特性上、地価が高いため暫定用途での開発行為はなかった。
■暫定用途前は位置指定道路が多かった。
■開発にかかる市からの補助制度はない。
道路整備
■平成 21 年度までは、まちづくり交付金で新設・拡幅を進めたが、
以降は予算がなく、進捗していない。
■実施段階での地権者がらみにより、多くの変更を余儀なくされた。
（特に第４ブロック）
■新たな道路整備は、地権者の反対や事業効果の希薄性により、想
定はない。
地区計画決定 ■協議会は、まちづくり交付金制度の終了とともに解散提案したが、
後の状況
地元の意向により継続している。
■苦情はないが、未整備箇所の整備要望はある。
現地見学
■未整備道路の確認
■新設道路と拡幅未整備道路の確認
■公園の確認
ｂ

所感
○広域な市街地整備は、地元住民・議員のニーズや理解だけでなく、行政内部
での実施体制、まちづくり交付金の活用といった財源措置などの様々な要素
を勘案し、タイミングをみて実施することが重要と考えます。
○名古屋近郊という住まいのポテンシャルの高い地域でも、地元住民のニーズ
や理解には時間がかかっています。本市では長期間未整備の状態のため、な
おさら地元住民に対する継続した働きかけが必要と考えます。
○広域な市街地を短期集中して整備した点は、今後も選択と集中という行政運
営の視点に適すると考えます。
○市街地整備に適用する手法の選択には、公共用地の多少など一定の基準をも
って判断することが必要であり、整備地区内を細かく分け、特性に応じて手
法を切り替える必要もあると考えます。
○行政は、整備に関する協議会との関係に終期を見通しておくことが必要です
が、最終的なまちづくりの目標を見据え、整備後でも自主的な地区活動が発
展するための働きかけが必要であると考えます。
○市民協働といっても計画どおり万全に進むわけではありません。善後策を整
え、最善を尽くせるようあらかじめ心構えて望む必要があると考えます。

視察の様子

新設道路の状況
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拡幅未整備道路の確認

②

安城市役所建設部維持管理課

狭あい道路整備事業
「安城市狭あい道路拡幅整備要綱」に
基づき、建物の新築・増改築の際に、４
ｍの幅員を確保するとともに、後退用地
の所有権移転手続きの費用負担並びに
整備を行い、安全で良好な市街地の形成
と居住環境の向上を図る事業
狭あい道路の整備イメージ

ａ

要点
安城市の要点は、表 17 のとおりです。

表 17：安城市の要点
項目
経緯

運用

要点
■市の課題として、古くからの市街地や幹線道路から入り込んでいる所では
道路幅員も狭く、市街化区域でありながらインフラ整備の遅れがあり、担
当部長の意向により事業検討を進めていった。
■インフラ整備の手法には土地区画整理事業、地区計画や道路新設、拡幅工
事等があるが、段階的整備を進めていく当初の手法として、狭あい道路の
整備を行うことを検討した。
■狭あい道路の整備に関しては、条例化する意見もある中で、最終的には要
綱で行うこととした。
■狭あい道路の整備手法としては、次のとおり整理している。
種類
内容
費用負担
管理区分
寄付
市
市
狭あい道路整備
（セットバック用地）

道路敷地寄付
（５ｍ以上道路に拡幅）

自己管理

個人

個人

寄付

個人

市

■建築基準法のセットバックの後押しができる。
■セットバック用地を市に寄付するか、個人で管理するかの選択肢がある。
■平成 22 年度で 148 件の申請があり、寄付案件は 33 件で、残りは個人管理
案件やその他開発関係であった。
■県内では条例化により施行（岡崎市）している市や、寄付案件が 600 件／
年の市（豊田市）がある。
■寄付の理由は、町内要望の道路拡幅事業によるものや、測量費・固定資産
税の軽減、使えない土地の管理をしたくないことが挙げられる。
■寄付を希望されない方は、所有権移転に時間を要すことや、抵当権が外せ
ないなどの理由がある。
■平成 20 年度の施行時から、約 30 件／年を２人で事務を行っているが、今
後制度が浸透し、件数が増加した場合、体制の見直しが必要である。
■昨年度から啓発パンフレット作成や自己管理希望者への寄付制度切り替え
の周知を図るなど、事業の促進を図っている。
■申請から登記完了まで４ヶ月程度時間を要する。
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項目
運用

要点
■測量費は公嘱協会と調整しており、１宅地あたり約 40 万円で行っている。
■２項道路の判断や中心線の取り決めは建築課で、寄付後の管理は維持管理
課（道路管理部局）で事務を行っている。
■平成 23 年度予算 12,000 千円は、単独市費となっている。

現場見学

ｂ

■道路拡幅工事現場の確認

所感
○西三河は、市街地整備に関する問題意識が高く、市街地整備の推進意欲を
強く感じました。土地の有効活用を行うために５，６年前から検討に取り
組んでおり、本市でも意欲を高めて検討をしていく必要があると考えます。
○本市におけるセットバック用地の取り扱いは、測量から始まり、分筆、登
記に至る全ての手続きを個人が行い、用地の寄付を受けるだけとなってい
ますが、年間５，６件で他市と比べて少ないため、積極的な事業展開の検
討が必要であると考えます。
○市街地整備の手法としては、土地区画整理事業などの面整備もありますが、
狭あい道路整備などの線的な整備の連続性が、面整備を代替する場合も場
所によっては考えられます。現道拡幅が必要な路線を見極めて整備してい
く手法の一つとして有効であると考えます。
○狭あい道路の整備を積極的に行うためには、根拠となる要綱、要領の策定
が必要です。
○狭あい道路の拡幅や新設道路の整備は、暫定用途地域の整備手法の一つと
して効果的ではありますが、実施にあたっては財源措置や業務量の増加へ
の対応も考慮しながら、計画的に進めていく必要があると考えます。
○複数ある市街地整備の手法の中で、適切な事業を選択する過程での体系を
整理し、市街地整備（道路）のコンセンサスを得ていく必要があります。

拡幅工事現場の確認

視察の様子
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焼津市都市計画総括図

第２回視察
焼津市役所都市整備部都市計画課
特定保留地区
用途地域を残したまま、市街化区域か

工業地域

第一種低層住居専用地域

ら市街化調整区域へ逆線引きし、今後の
地区のまちづくりの方向性に向けて現
区画整理地区

在、地元との協議を実施中である。
ａ

要点
焼津市の要点は、表 18 のとおりです。

赤枠：特定保留地区

表 18：焼津市の要点
項目
経緯

体制整備

市の方向性

要点
■当初は市街化区域であり、土地区画整理事業を実施する予定であったが、
一部地権者の反対があり実施できず、昭和 60 年に用途地域を残したまま
市街化区域から市街化調整区域へ逆線引きし、
「特定保留地区」と位置付
けた。
■逆線引き後は開発等建築ラッシュは無く、良好な住環境を維持している。
■その後、市内の土地区画整理事業が一段落したことにより、再度事業化
に向けて住民意識調査を実施することになった。
平成 21 年 アンケート、住民説明会（４回）
平成 22 年 アンケート、ワークショップ（６回）
個別相談会（４回）、ワークショップ（６回）、
平成 23 年
測量説明会（４回）
■土地所有者へのアンケート内容
現状に対する意見
将来的な土地利用に関する意見
■平成 27 年に実施される都市計画区域マスタープランの定期見直しに向
けて、事業実施の可否を検討中。
■アンケート及び説明会は都市計画課主体で実施。
■ワークショップの運営（資料作成、進行、意見集約）はコンサルタント
に委託し、市職員はオブザーバーとして出席。
※ コンサルタント委託のメリット・・・まちづくりの進め方について
先進のノウハウを持つ。
■当該地区周辺は土地区画整理事業が終了し、ここだけ取り残されている。
街路や小学校を内包する優良地区であるので、市としては組合施行によ
る土地区画整理事業を実施し、市街化区域編入としたい。
■市街化区域編入については、市長トップマネージメント事業に指定され
ている。
■事業化の際には、住民協働でまちづくりを実施したい。
■総合計画、国土利用計画、都市計画マスタープランなど上位計画におい
ても市街化区域編入を計画している。
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項目

要点

住民意識

■地権者はまちづくりに対する意識が低く、ワークショップ開催時には一
部反対者の意見ばかり出て、建設的な意見があまり出てこない。
■暫定用途指定について、解除要望はほとんど無い。
■開発や建築に制限があるので、市街化区域編入要望はある。

県の状況

■愛知県と違い、静岡県においては、暫定用途地域解除よりも特定保留地
区解消が課題である。

情報公開

■現在、事業化については不透明なため、地権者の利益、不利益等に配慮
し、関係者のみに情報提供している。

関連計画と
の整合

■本事業の動向と都市計画道路の見直しマニュアル及び整備プログラムは
リンクしていない。当該地区の将来的な構想、計画及び住民要望等を踏
まえ、再編成も検討していく。
■Ｈ23.3.11（東日本大震災）以降、全事業を縮減し、津波対策に重点を置
くようにシフトしつつある。
■事業化には最終的に９割以上の同意が必要であるが、平成 24 年に中間住
民意識調査を行い（８割以上の同意が必要）、事業化の賛否を問う。

今後の動向

現地見学
ｂ

■道路整備状況の確認
■住環境等の確認
所感
〇当該地区が建築及び開発ラッシュを免れ、住宅密集化を防ぐことができた
のは、昭和 60 年の逆線引き（市街化区域→市街化調整区域）の規制と考
えます。本市も、地区計画等の規制・誘導と合わせ、将来の事業展開に向
け準備しておく必要があると考えます。ただし、愛知県では、特定保留地
区制度を実質的に運用していないため、本市での適用は難しいと考えます。
〇良質な住環境には住民の不満は少なく、まちづくりの原動力と成り難い状
況です。他方、住民の意識の醸成が困難な場合は、市の政策として行政が
方向性を示し、住民を誘導する必要があると考えます。
〇組合施行による土地区画整理事業の事業化を見据えた場合、区長や地元議
員等、まちづくりのリーダーと成り得る人物の登用、育成が重要と考えま
す。
〇移り変わる住民ニーズや周辺環境の変化、市の財政状況を考慮し、事業実
施のタイミングを図ることが重要と考えます。

視察の様子

道路整備状況の確認
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住環境等の確認

第４章

整備手法

この章では、第２章までに整理した「課題と対応」及び第３章で整理した「手法
の研究」を踏まえ、暫定用途地域における整備手法について検討します。
（参考）
愛知県のガイドラインでは、暫定用途地域の解除の手法について、以下のとお
り記載しています。
１．土地区画整理事業
暫定用途地域の解除のための最も優れた市街地開発事業であるので、極力土地
区画整理事業の推進に努めるものとする。
暫定用途解除の時期は、仮換地の指定をもって行うことができることとする。
２．地区計画を決定し基盤施設整備を実施
土地区画整理事業の実施を前提にしていた地区などについて、昨今の経済状況
の変化等により、事業の実施が難しい場合については、地区計画を決定し都市基
盤施設を整備することによって、暫定用途を解除することが可能である。
暫定用途解除の時期は、地区計画が決定され、「まちづくり交付金（現在は社
会資本整備総合交付金）」の交付決定等がされ、都市基盤整備の実施が確実にな
った時点をもって行うものとする。
３．その他
まとまった区域において、都市計画法第 29 条に基づく開発行為によって、道
路、公園等が整備され、市町村に帰属され、都市基盤整備が完了したと判断でき
る場合は暫定用途地域を解除できる。
暫定用途解除の時期は、工事完了公告（都市計画法第 36 条第３項）及び公共
施設の用に供する土地の帰属（都市計画法第 40 条）が完了した後に行うものと
する。

暫定用途地域の解除は、以下の３つの手法が基本となります。
１．土地区画整理事業
２．地区計画の決定と都市基盤施設の整備
３．開発行為
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１．整備手法の検討フロー
前述を踏まえ、第１章：主要テーマの決定から第４章：整備手法までを、図７の
検討フローとして整理しました。
図７：整備手法の検討フロー
第１章：主要テーマの決定（Ｐ９～Ｐ13）

第２章：暫定用途地域の経緯、現況及び課題と対応（Ｐ36～Ｐ40）

第３章：手法の研究（Ｐ41～Ｐ70）
■前章まで
■本章より

第４章：整備手法（Ｐ71～Ｐ84）
■住宅地における面的整備の必要性及び実現性の評価
・目的：面的整備の必要性及び実現性の評価をまとめ、方向性を導くこと
で、より具体的なまちづくりの方向性を示す。
・必要性及び実現性の評価指標を設定する。具体的な考え方や項目につい
ては、Ｐ73 を参照。

■まちづくりの方向性
・面的整備の方向性を踏まえ、各地区におけるまちづくりの方向性を示す。
・テーマや計画手法・基盤施設整備の方向性、イメージ図を示す。
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２．住宅地における面的整備の必要性及び実現性の評価
本項目では、面的整備の必要性及び実現性の考え方、項目を整理することで、各
地区における面的整備の評価や方向性を明らかにします。
■評価の考え方

■評価項目

【都市将来像】
→本市の上位計画における位置づけ
を確認する。

【都市構造の骨格形成の観点（上位計画）】（Ｐ21～23 参照）
→総合計画や都市計画マスタープランから、各地区の位置づけ
を確認し、必要性を検討する。

【空間特性】
→土地利用の視点から、各地区の空間
特性を把握する。

【既成市街地（ＤＩＤ地区）及び新市街地との隣接】
（参考資料編）→既成市街地と新市街地（区画整理中）の状況
から、土地利用を把握し、必要性を検討する。

【質的特性】
→都市計画法第７条第２項の規定で
は、「市街化区域」とは、「すでに市街
地を形成している区域及び概ね 10 年
以内に優先的かつ計画的に市街化を
図るべき区域とする。」と位置づけて
いる。そこで、定性的な視点から、各
地区における市街地の質的特性を把
握する。
【交通条件】
→各地区の交通条件を把握する。

■評価の考え方
【質的特性】
都市計画法第７条第２項の規定で
は、「市街化区域」とは、「すでに市街
地を形成している区域及び概ね 10 年
以内に優先的かつ計画的に市街化を
図るべき区域とする。」と位置づけて
いる（再掲）。
そこで、定量的な視点として、人口
密度、都市的利用割合（土地利用状
況）、道路網密度、狭あい道路密度を
位置づけ、各地区における市街地とし
ての質的特性を把握する。

【参考：市民ニーズ】
→地元住民のニーズが実現性に大き
く影響することから、過去の状況を把
握は必要となる

【適正な土地利用の誘導及び有効活用】
（Ｐ26～35 参照）
→土地利用の誘導及び活用状況、低・未利用地の状況を現地踏
査から確認し、必要性を検討する。
【狭あい道路の整備を含む地区内道路の整備】
（Ｐ26～35 参照）
→狭あい道路の有無や整備状況、特に不足する道路の特徴など
を現地踏査から確認し、必要性を検討する。

【道路ネットワークの役割から都市計画道路の整備】
（別添資料）→都市計画道路の整備、未整備区間や道路ネット
ワーク状況を把握し、必要性を検討する。
■評価項目
【人口密度】（Ｐ24～25 参照）
→各地区における人口密度を把握し、密度が高い場合ほど、合
意形成のハードルが高くなると評価する。
【都市的利用割合】（Ｐ24～25 参照）
→各地区における都市的利用割合を把握し、利用割合が高い場
ほど、移転補償費等の事業費が増大すると評価する。
【道路網密度】
（Ｐ24～25 参照）
→各地区における道路網密度を把握し、密度が高いほど、移転
補償費等の事業費が増大すると評価する。
【幅員４ｍ未満の道路網密度】
（Ｐ24～25 参照）
→各地区における狭あい道路密度の把握から、密度が高い場合
は、移転補償費等の事業費が増大するなど、実現性を検討する。
【合意形成】
→過去の土地区画整理事業における経緯を整理する。今後の住
民ニーズの把握は、実現性において大きな要因となるが、今回
は住民ニーズを把握しない。
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前述を踏まえ、「住宅地における面的整備の必要性及び実現性の評価」の一覧表として整理しました。
区

分

国府岡本・高畑

必要 性
実現 性

①都市構造の骨格形成の観 総合計画では、「くらしのゾ
ーン」及び都市計画マスター
点（上位計画）
※住宅地としての位置づけ有〇,
プランでは「住宅地」として
位置づけ
無×
評 価
〇
②既成市街地（ＤＩＤ地区） ＤＩＤ地区として、引き続き
及び新市街地との隣接
住環境の改善・維持が必要
※DID 地区 2〇,1△,無×
評 価
〇
③適正な土地利用の誘導及 一部低・未利用地及び無秩序
び有効活用
な開発が進む
※現地踏査より評価
評 価
〇
④狭あい道路の整備を含む 地区内東西道路の不足、狭あ
地区内道路の整備
い道路の存在など脆弱な基盤
※現地踏査より評価
評 価
〇
⑤道路ネットワークの役割 地区内における都市計画道
から都市計画道路の整備
路との一体整備が必要
※都計道路：有〇,無× 評 価
〇
総合評価
◎
①人口密度
市街化区域全体と同程度で
※市街化区域と同程度△、高い
ある
場合×,低い場合〇
評 価
△
②都市的利用割合
市街化区域全体より低い
※市街化区域と同程度△、高い
場合×,低い場合〇

評

価

③道路網密度

〇
市街化区域全体より低い

※市街化区域と同程度△、高い場
合×,低い場合〇
評 価
〇
④幅員 4m 未満の道路網密度 市街化区域全体より高い
※市街化区域と同程度△、高い
場合×,低い場合〇

評

価

参考：合意形成
※過去の土地区画整理事業の経緯
※今回は住民ニーズの把握は

評

行わない

総合評価

価

×
減歩への反対から事業を断
念した経緯がある。（住民ニ
ーズは把握していない）
－
△

為当

国府上宿

八幡

平尾

総合計画では、「くらしのゾ
ーン」及び都市計画マスター
プランでは「住宅地」として
位置づけ
〇
ＤＩＤ地区及び新市街地と
の隣接がない
×
区域全域が低・未利用地とな
っている（住宅地の需要が低い）
〇
地区内道路の不足、狭あい道
路の存在など脆弱な基盤
〇
地区内における都市計画道
路との一体整備が必要
〇
○
市街化区域全体より低く、６
地区内で一番低い水準
〇
市街化区域全体より低く、６
地区内で一番低い水準
〇
市街化区域全体より低く、八
幡地区除けば一番低い水準
〇
市街化区域全体より高く、八
幡地区除けば一番高い水準
×
減歩への反対から事業を断
念した経緯がある。（住民ニ
ーズは把握していない）
－
〇

総合計画では、「くらしのゾ
ーン」及び都市計画マスター
プランでは「住宅地」として
位置づけ
〇
ＤＩＤ地区及び新市街地（豊
川西部地区）と隣接している
〇
一部低・未利用地及び無秩序
な開発が進む
〇
地区内の狭あい道路及び無
秩序な交通軸が存在
〇
地区内における都市計画道
路との一体整備が必要
〇
◎
市街化区域全体より高い

総合計画では、「くらしのゾ
ーン」及び都市計画マスター
プランでは「住宅地」として
位置づけ
〇
新市街地と隣接している

総合計画では、「くらしのゾ
ーン」及び都市計画マスター
プランでは「住宅地」として
位置づけ
〇
新市街地と隣接している

整備の必要性は高いが、住宅
地としては低い。しかし、土
地区画整理事業等の面的整
備の実現が高い。
適切な土地利用の転換を検討

住宅地として整備の必要性は
極めて高いが、全てのエリア
において土地区画整理事業等
の面的整備の実現は低い。
土地区画整理事業のみに頼ら
ない個別事業による整備検討

住宅地として整備の必要性は極
めて低く、大部分を八幡宮が占め
るため、土地区画整理事業等の面
的整備の実現も極めて低い。
景観保全地区の維持を検討

住宅地として整備の必要性
は低く、全てのエリアにおい
て土地区画整理事業等の面
的整備の実現も低い。
住環境の維持を検討

伊奈

総合計画では、「くらしのゾ
ーン」及び都市計画マスター
プランでは「住宅地」として
位置づけ
〇
ＤＩＤ地区として、引き続き
住環境の改善・維持が必要
△
△
〇
八幡宮が大部分を占めてい
一部低・未利用地が広がる
一部低・未利用地となってい
る
る。
×
△
△
道路は少ないが、八幡宮が大 道路は少ないが、狭あい道路 地区内道路の不足、狭あい道
部分を占めている
も少ない
路の存在など脆弱な基盤
△
△
〇
地区内における都市計画道
地区内における都市計画道
地区内における都市計画道
路の計画は無い
路は整備済み
路との一体整備が必要（×）
×
△
△
×
△
○
市街化区域全体より低いが、 市街化区域全体より低い
市街化区域全体より低い
大部分が八幡宮
×
×
〇
〇
市街化区域全体と同程度で
都市的利用が充分図られて
市街化区域全体と同程度で
市街化区域全体より低い
ある
いる。大部分が八幡宮
ある。
△
×
△
〇
道路密度が低いが、６地区内 市街化区域全体より低いが、 市街化区域全体より低い
市街化区域全体より低い
で一番高い水準
大部分が八幡宮
△
×
〇
〇
市街化区域全体より高い
市街化区域全体より高く、大 市街化区域全体より高い
市街化区域全体より高い
部分が八幡宮
×
×
×
×
減歩への反対から事業を断
事業を断念した経緯は掴め
事業を断念した経緯は掴め
事業を断念した経緯は掴め
念した経緯がある。（住民ニ ず。（住民ニーズは把握して ず。（住民ニーズは把握して ず。（住民ニーズは把握して
ーズは把握していない）
いない）
いない）
いない）
－
―
―
―
×
×
△
〇

■面的整備の方向性

※Ｐ75 にまちづくりの方向性を示す

住宅地として整備の必要性は
極めて高いが、全てのエリア
において土地区画整理事業等
の面的整備の実現は低い。
土地区画整理事業のみに頼ら
ない個別事業による整備検討

想定モデル

密集市街地のモデル

上記評価のまとめ
整備の方向性

低・未利用地のモデル

密集市街地のモデル
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密集市街地、低・未利用地以外

住宅地として整備の必要性
は高く、土地区画整理事業等
の面的整備の実現も高い。
土地区画整理事業のみに頼ら
ない個別事業による整備検討
低・未利用地のモデル

３．６地区におけるまちづくりの方向性
面的整備の方向性を踏まえ、各地区のまちづくりの方向性としてまとめました。

（
（都）金野御油線）

国府岡本・高畑地区のまちづくりの方向

生活環境（利便性、音羽川、アメニティ）に配慮したまちづくり
地区外郭道路

計画手法の方向性

名鉄本 線

東西連携軸

南北強 化 軸

■低・未利用地の解消・・・道路網密度が低く、狭あい道路も多く存在することから、新設道路の整
備とともに、狭あい道路の整備から都市的土地利用の促進を図る。
■都市計画道路の整備促進・・・
（都）国府赤根線の早期実現を目指すとともに、沿道の土地利用転換
と施設誘導から相乗効果を発揮させる。
■良好な住宅地にふさわしい住環境の形成・・・地区内における必要性の高い道路及び保育園の立地
を踏まえ、交通安全対策を図る。また、堤防道路周辺の下水道整備の検討と合わせ、良好な住宅地
を形成する。

歩行者優先
ゾーン

【基盤施設整備の
イメージ検討】
暫定用途地域区域

南 北 軸 （ 県 道長 沢 国 府線 ）

主な基盤施設整備の方向性

憩 いの 空 間 ゾ ー ン

（ 歩車 共 存 道 路 ）

・都市基盤整備の現況と上位計画を踏まえ、良好な宅地化を図る地区である。
・地区内の低・未利用地の活用において、土地区画整理事業における面的整備の可能性は残るが、土
地区画整理事業のみに頼らない個別事業による検討が必要である。そこで、地区計画にて不足する
都市基盤施設の充実を図る方針を位置づけるとともに、補完する狭あい道路整備事業の検討が必要
である。

【軸・ゾーンの概要】
軸・ゾーン

地域交流軸

軸・ゾーンイメージ

路線名等
（都）国府赤
音羽川において河川水辺を活かした親水空間と鉄道駅の交通結節機能
根線
を連絡する軸を「地域交流軸」と位置づける。
（歩車共存道
地域交流軸は、名鉄国府駅周辺市街地と音羽川との一体性を図るととも
路 ）、（ 親 水 空
に、市民及び来訪者が安全で安心できる歩行者空間を確保する。

歩行者優
先ゾーン

間）
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交通結節
ゾーン

地域交流軸
（
（都）国府赤根線）
親水空間（音羽川）
地域交流軸
東西連携軸
南北強化軸
憩いの空間ゾーン
地区外郭道路
歩行者優先ゾーン
親水空間

図

基盤施設整備イメージ

国府駅

憩いの空間ゾ
生活環境に配慮したまちづくりにふさわしい地区として、住民や来訪者
（親水空間）
ーン
が交流し、自然にふれあうことの出来る場を提供する。

(歩車共存道路）

国 道１ 号線

（都）国府赤根線及び（都）金野御油線の東西に伸びる都市計画道路と
の結びつきを一層堅固なものとし、県）長沢国府線を補完する「南北強化
軸」を位置づける。
南北強化軸
新設道路
また、地区内の低未利用地の活用や無秩序な開発の規制、及び適正誘導
東西連携軸
を図る「東西連携軸」を位置づけることで、南北強化軸を含めた一体的な
土地利用の連続性を図る。
地区内を「歩行者優先ゾーン」と位置づけ整備することで、地区内外か
ら発生・集中する交通を（都）国府赤根線及び（都）金野御油線に導くと
地区外郭道
歩行者優先ゾ
ともに、通過交通量の軽減を果たし、快適な空間づくりを創出する。また、
路
ーン
「地区外郭道路」は、緊急車両のアクセスをスムーズに誘導し、迅速な活
動に寄与する。

為当地区のまちづくりの方向性
暫定用途地域区域

陸の拠点（東三河ＩＣ）にふさわしいまちづくり
計画手法の方向性

地区外郭道路

・上位計画と現況に歪みが生じ、立地的に見て宅地化ではなく工業・産業立地等の土地利用転換を図
・土地区画整理事業の経緯及び現況を鑑み、都市計画マスタープランを一部工業地として土地利用方

主な基盤施設整備の方向性
■低・未利用地の解消・・・道路密度が低く、狭あい道路も多く存在することから、工業地における

地域 交 流軸

針を検討する。

開発行為や土地区画整理事業、及び工業団地造成事業等の整備手法を精査するとともに、民間企業

広域交流軸
（
（都）名豊道路）
（
（都）広石為当１・２号線）

（
（ 都 ） 国 府 御 津線 ）

る地区である。

や公社等の事業主体との連携を検討する。さらに、新設道路の整備及び狭あい道路の整備から都市

工業・産業立
地ゾーン

東西連携軸

的土地利用の促進を図る。

東三河 IC

■都市計画道路の整備促進・・・（都）国府御津線の早期実現を目指すとともに、（都）名豊道路東三
（ 県 道 金野 豊 川 線）

【基盤施設整備のイメージ検討】

【軸・ゾーンの概要】
軸・ゾーン
地域交流軸

南北強化軸
東西連携軸

軸・ゾーンイメージ
路線名等
国府地域と御津地域を繋ぐ軸を「地域交流軸」と位置づける。地域 （都）国府御津
交流軸は、国府地域と御津地域の一体感を醸成するとともに、合併後 線、下佐脇豊沢
の新豊川市としての結びつきをより堅固なものとする。
線
東三河 IC から当該地へのアクセス道路を強化する「南北強化軸」を
位置づける。
また、東三河 IC 及び（都）東三河環状線といった優れた交通条件を
活かし、工業・産業立地等の適切な土地利用の転換を図るとともに、
地区内の居住環境の維持を図る「東西連携軸」を位置づけることで、
南北強化軸を含めた一体的な都市的土地利用の促進を図る。

広域幹線道路である（都）名豊道路及び（都）東三河環状線を、都
市間交流を果たす「広域交流軸」と位置づける。
地区内を「工業・産業立地ゾーン」と位置づけ整備することで、地
工業・産業立
区内外から発生・集中する交通を（都）東三河環状線及び（都）国府
地ゾーン
御津線に導くとともに、周辺地域への通過交通量の軽減を果たす。
歩行者優先ゾ
地区北部及び南部を「歩行者優先ゾーン」と位置づけ整備すること
ーン
で、東西連携軸と合わせた住環境の向上を図る。
二級河川音羽川水系河川整備計画（ H16 県作成）との整合性を図りな
憩いの空間ゾ
がら、住民や来訪者が交流し、自然にふれあうことの出来る場を提供
ーン
する。
広域交流軸

親水空間（音羽川）

広域交流軸
（
（都）東三河環状線）

(歩車共存道路）

地域交流軸
（（都）下佐脇豊沢線）
地域交流軸

地区外郭道路

東西連携軸
南北強化軸
憩いの空間ゾーン

―

地区外郭道路
広域交流軸
工業・産業立地ゾーン

（親水空間）
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歩行者優先ゾーン
親水空間

交通結節ゾーン

ゾーン

歩行者優
先ゾーン

新設道路及び既
存道路改良（県
道金野豊川線含
む）
（都）名豊道路、
東三河環状線

南北強化軸

河 IC 及び（都）東三河環状線といった優れた交通条件を活かす必要がある。さらに、地区計画等の
実施により、地区内へのアクセス道路を含む道路ネットワークの一体的な整備を図る。

憩いの空間

図

基盤施設整備イメージ

国府上宿地区のまちづくりの方向性

名鉄国府駅を活かした良好な住宅地にふさわしいまちづくり
暫定用途地域区域

計画手法の方向性

憩いの空
間ゾーン

・都市基盤整備の現況と上位計画を踏まえ、良好な宅地化を図る地区である。
・地区内の低・未利用地の活用において、土地区画整理事業における面的整備の可能性は残るが、土
地区画整理事業のみに頼らない個別事業による検討が必要である。そこで、地区計画にて不足する
都市基盤施設の充実を図る方針を位置づけるとともに、補完する狭あい道路整備事業の検討が必要

東西連携軸

である。

南北強化軸

■低・未利用地の解消・・・道路密度が低く、狭あい道路も多く存在することから、新設道路の整備

地区外郭道路

とともに、狭あい道路の整備から都市的土地利用の促進を図る。
■都市計画道路の整備促進・・・（都）大池線の早期実現を目指すとともに、沿道の土地利用転換と

（歩車 共 存 道 路 ）

主な基盤施設整備の方向性

地域交流軸
（
（都）上宿樽井線）

施設誘導からシナジー効果を発揮させる必要がある。

【基盤施設整備のイメージ検討】

【軸・ゾーンの概要】
軸・ゾーン

軸・ゾーンイメージ

本地区と名鉄国府駅周辺地域（鉄道駅の交通結節機能）及び本市北部
を連絡する軸として「地域交流軸」を位置づける。
地域交流軸
地域交流軸は、
（都）大池線沿道にふさわしい土地利用転換に即し、本
地区と名鉄国府駅周辺市街地との一体性を図るとともに、住民及び来訪
者が安全で安心できる歩行者空間を確保する。
本地区において、
（都）大池線を補完する道路として（都）上宿樽井線
の延伸方向を含む主な生活道路を「南北強化軸」と位置づけることで、
周辺地域との結びつきを一層堅固なものとする。
南北強化軸
また、地区内では民間開発等が進んだ結果、道路が線として繋がらず
東西連携軸
道路体系が脆弱である。そこで、道路体系の再編を図る「東西連携軸」
を位置づけることで、南北強化軸を含めた一体的な土地利用の連続性を
図る。
地区内を「歩行者優先ゾーン」と位置づけ整備することで、地区内外
から発生・集中する交通を（都）姫街道線及び（都）大池線に導くとと
歩行者優先ゾ
もに、通過交通量の軽減を果たし、快適な空間づくりを創出する。また、
ーン
「地区外郭道路」は、緊急車両のアクセスをスムーズに誘導し、迅速な
活動に寄与する。
良好な住宅地にふさわしい地区として、住民や来訪者が交流し、自然
憩いの空間ゾ
ーン
にふれあうことの出来る場を提供する。

路線名等
（都）大池線、
上宿樽井線
（歩車共存道路）

広域交流軸
（
（都）姫街道線）

新設道路及び
既存道路改良

交通結節
ゾーン
国府駅

名鉄本線

地域交流軸

地区外郭道路

東西連携軸

国道１号線

南北強化軸
憩いの空間ゾーン
地区外郭道路

―

歩行者優先ゾーン
広域交流軸
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図

基盤施設整備イメージ

地域交 流軸

を踏まえ、交通安全対策を図る。また、平成 24 年度から下水道整備の着手を踏まえながら、名鉄
国府駅に近接する良好な住宅地を形成する。

（
（都）大池 線）

歩行者優先
ゾーン

■良好な住宅地にふさわしい住環境の形成・・・地区内における必要性の高い道路及び幼稚園の立地

地域交流軸
（
（都）上宿樽井線）

八幡地区のまちづくりの方向性

天平の風薫る歴史回廊に配慮したまちづくり
(歩車共存道路）

計画手法の方向性
・上位計画と現況に歪みが生じ、立地的に見ても宅地化ではなく景観保全を図る地区である。
・土地区画整理事業の経緯及び現況を鑑み、都市計画マスタープランや緑の基本計画にて、景観地区
や緑地保全地域などの景観を保全する方針を位置づける。

伽 藍 地 北 西 側ゾ ー ン

地区外郭道路

主な基盤施設整備の方向性
■天平の風薫る歴史回廊にふさわしい景観保全・・・八幡宮や三河国分寺跡、及び三河国分尼寺跡史
跡公園などの本市を代表する歴史資源を活かすとともに、史跡三河国分寺跡整備基本構想との整合
親水空間
性を図りながら、八幡地区にふさわしい景観保全を図る必要がある。また、地区内には狭あい道路
（西古瀬川）
及び暗くて危険な個所が存在することから、狭あい道路整備とともに、防犯対策から良好な住宅地
の形成を図る。
■都市計画道路の整備促進・・・（都）姫街道線の早期実現を目指すとともに、（都）平尾線の整備で
は、三河国分寺跡史跡整備ゾーンと接することから、景観保全に配慮した沿道整備の検討が必要で
ある。
【基盤施設整備のイメージ検討】

環境保全
ゾーン

三河国分寺跡史跡整備ゾーン
史跡三河国分寺跡周辺では土地区画整理事業が進み、土地利用や道路交通体系、景観等が
大きく変わろうとする中で、一体的な歴史環境・自然環境の保全が図られるゾーンを目指
す。
環境保全ゾーン：国分寺との関連も指摘されている八幡宮の境内空間や緑地としての社叢
の現況維持を目指す。
エントランスゾーン：伽藍地注）の正面からの視界を確保するのに必要な空間であり、景観
に配慮しながら総合案内板や便益施設等を整備し、エントランスゾーンとしての整備を目
指す。
国分寺境内地ゾーン：遺構の保存を前提として、当面は、本史跡の歴史の一翼を担う現国
分寺の境内景観や寺院機能が維持可能な環境整備を目指す。
伽藍地北側ゾーン：伽藍地南側ゾーンとともに古代国分寺の伽藍中軸線を意識した中間と
して、調査で確認された古代国分寺の伽藍の環境整備が進められるよう遺構の保存を目指
す。
伽藍地北西側ゾーン：戦国時代の遺構の残る空間として、土塁等の遺構の保存を図りなが
ら複合遺跡の理解が可能な環境整備を目指す。
景観保全に配
地区の大部分が環境保全ゾーンとなっており、環境保全ゾーンに配慮し
慮した居住ゾ
ながら、狭あい道路の整備や防犯対策から良好な住宅地を形成する。
ーン

国分寺境内

伽藍地南側
ゾーン
エントランス

路線名等

ゾーン
三河国分寺跡史跡
景観保全に配慮した

整備ゾーン

居住ゾーン

（都）平尾線
新設道路及
び既存道路
改良

暫定用途地域区域

地域交流軸
東西連携軸

広域交流軸
（（都）姫街道線）

景観保全に配慮した居住ゾーン
環境保全ゾーン

地区外郭道
路

地区外郭道路
広域交流軸
三河国分寺跡史跡整備ゾーン
親水空間

注）伽藍地・・・主要な建物が配置された範
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図

基盤施設整備イメージ

(歩車共存道路）

地域交流軸（（都）平尾線）

軸・ゾーンイメージ

ゾーン

地ゾーン

【軸・ゾーンの概要】
軸・ゾーン

伽藍地北側

平尾地区のまちづくりの方向性

生活環境（利便性、西古瀬川、アメニティ）に配慮したまちづくり
計画手法の方向性
・都市基盤整備の現況と上位計画を踏まえ、良好な宅地化を図る地区である。
・住環境の維持、向上の検討から、地区計画にて不足する都市基盤施設の充実を図る方針を位置づけ、
南 北強 化 軸

良好な住環境の維持を図る。また、整備済み都市計画道路にふさわしい沿道土地利用に向けた用途

地域交流軸
（
（都）大池線）

地域の変更、及び（都）大池線北側に市街化調整区域が存在することから、線引き境界の見直し検
討が必要である。

主な基盤施設整備の方向性

憩いの空間

■都市計画道路の整備効果・・・
（都）大池線及び（都）平尾線は整備済みのため、沿道土地利用にふ

南北強 化 軸

(歩車共存道路）

さわしい土地利用転換と施設誘導から整備効果を高めるため、土地利用転換に向けた用途地域の見
直し検討を行い、一部道路等の地区施設の位置づけを明確に行う。
■低・未利用地の解消・・・
（都）平尾線東側に一部低・未利用地が存在しており、狭あい道路は少な
いが、道路密度が低いため、新設道路の整備及び既存道路の改良等から都市的土地利用の促進を図

地域交流軸
（（都）平尾線）

る。
【基盤施設整備のイメージ検討】

軸・ゾーン

軸・ゾーンイメージ

路線名等

本地区と名鉄国府駅周辺地域（鉄道駅の交通結節機能）及び本市中心部 （ 都 ） 大 池
地域交流軸

を連絡する軸を「地域交流軸」と位置づける。

線、平尾線

暫定用途地域区域

地域交流軸は、名鉄国府駅周辺地域及び（都）姫街道線を通じて、本市 （ 歩 車 共 存 道
中心部との繋がりを強化するとともに、地域交流の促進を図る。

路）

本地区の整備済み（都）平尾線を補完する道路として「南北強化軸」を
南北強化軸
東西連携軸

位置づけることで、南北地域との連携強化に寄与する。

新設道路及

セーフティーネ

また、地区内の低・未利用地の活用や無秩序な開発の規制、及び適正誘 び 既 存 道 路

歩行者優
先
ゾーン

ットゾーン

導を図る「東西連携軸」を位置づけることで、南北強化軸を含めた一体的 改良
な土地利用の連続性を図る。

セーフティー
ネットゾーン
憩いの空間ゾ
ーン
歩行者優先ゾ
ーン

地区南西部の大部分を占める県営平尾住宅、及び本地区近傍に位置する
市営八幡住宅は、本市の中部地域における、セーフティーネットとしての
住まいの確保に寄与する。

県営平尾住
宅

都市計画道路を含む基盤施設整備が完了する中で、生活環境に配慮した
まちづくりにふさわしい地区として、住民や来訪者が交流し、自然にふれ

地域交流軸

―

東西連携軸
南北強化軸

あうことの出来る場を提供する。
地区内を「歩行者優先ゾーン」と位置づけ整備することで、東西連携軸
及び南北強化軸と合わせた住環境の向上を図る。

憩いの空間ゾーン

―

歩行者優先ゾーン
セーフティーネットゾーン
親水空間
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図

基盤施設整備イメージ

（ 歩車 共 存 道 路 ）

親水空間（西古瀬川）

【軸・ゾーンの概要】

ゾーン

東西連携軸

【軸・ゾーンの概要】

伊奈地区のまちづくりの方向性

軸・ゾーン

JR 西小坂井駅を活かした良好な住宅地にふさわしいまちづくり

軸・ゾーンイメージ

路線名等

小坂井地域と御津地域を繋ぐ軸を「地域交流軸」と位置づける。地域交
地域交流軸

流軸は、小坂井地域と御津地域の一体感を醸成するとともに、合併後の新

計画手法の方向性

豊川市としての結びつきをより堅固なものとする。

・都市基盤整備の現況と上位計画を踏まえ、良好な宅地化を図る地区である。

根線
（歩車共存道
路）

（都）石巻赤根線及び県道小坂井御津線の東西に伸びる幹線道路との結

・地区内の低・未利用地の活用において、土地区画整理事業における面的整備の可能性は残るが、

びつきを一層堅固なものとする「南北強化軸」を位置づける。

土地区画整理事業のみに頼らない個別事業による検討が必要である。また、未整備の都市計画道

南北強化軸

また、地区内の低・未利用地の活用や無秩序な開発の規制、及び適正誘

路が斜めに交差するため、都市計画道路を含めた道路ネットワークの再編を検討する。

東西連携軸

導を図る「東西連携軸」を位置づけることで、南北強化軸を含めた一体的
な土地利用の連続性を図る。さらに、ＪＲ西小坂井駅へのアクセス道路の

主な基盤施設整備の方向性

新設道路及
び既存道路
改良（県道）

強化を図る。

■都市計画道路の整備促進・・・（都）石巻赤根線の早期実現を目指すが、
（都）小坂井中条線は現
道に対して斜めに交差するため、現道の切り回しが必要である。そこで、都市計画道路の廃止を
含めた道路ネットワークを構築することで、現状のまちの構成を有効活用しながら基盤整備を進
める方針へ転換する。

新池公園が整備され、ＪＲ西小坂井駅至近にふさわしい地区として、住

憩いの空間ゾ
ーン

ーン

備とともに、狭あい道路の整備から都市的土地利用の促進を図る。

地区内を「歩行者優先ゾーン」と位置づけ整備することで、地区内外か
ら発生・集中する交通を（都）石巻赤根線及び県道小坂井御津線に導くと
ともに、通過交通量の軽減を果たし、快適な空間づくりを創出する。

【基盤施設整備のイメージ検討】
地域交流軸

地域交流軸
（
（都）小坂井中条線）

東西連携軸
南北強化軸

JR 東海道本線
県道小坂井御津線

憩いの空間ゾーン
地区外郭道路

西小坂井駅

歩行者優先ゾーン
親水空間

（佐奈川）
憩いの空
(歩車共存道路）

南北強化軸

地区外郭道路

交通結節
ゾーン
廃止検討：
（
（都）小坂井中条線）

間ゾーン
歩行者優
先ゾーン

東西連携軸

暫定用途地域区域
地域交流軸
（
（都）石巻赤根線）
図
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―

民や来訪者が交流し、自然にふれあうことの出来る場を提供する。

歩行者優先ゾ

■低・未利用地の解消・・・道路密度が低く、狭あい道路も多く存在することから、新設道路の整

親水空間

（都）石巻赤

基盤施設整備イメージ

地区外郭道
路

第５章

まとめ

これまでの研究を踏まえ、この章では、本研究会のまとめについて、表 19 のと
おり項目別に整理しました。
表 19：本研究会のまとめ
項

目

まとめ
■課題検討には、基礎資料の作成が必要です。
■長期未着手の課題（土地利用が低・未利用、狭あい道路・密集

課題の検討にあたっ
て

市街地、暫定用途地域）についての検討が必要ですが、所管課
だけでの対応は困難であり、横断的な検討が必要です。
■横断的な検討は、客観的に捉える「データ」及び建設行政が重
視する「現場」など、各所属が役割分担を行うことで、課題検
討の相乗効果を図ることができます。
■本来の目的としては、異なる２種類の特性を持つ第１種低層住
居専用地域（暫定用途地域）ですが、本市では、過去から上位
計画（都市計画マスタープラン）において「基盤整備を図る地
区」として位置づけてきました。

暫定用途地域の検討 ■土地区画整理事業による整備検討の経緯はありますが、土地区
の必要性

画整理事業の適用が困難と判断された以降の検討がされておら
ず、課題が放置されています。
（市民及び行政にとって、課題と
捉えられにくい特性も起因しています。）
■現在も計画では検討を位置づけており、計画と現状が乖離して
いるため、暫定用途地域の検討が必要です。
■地区別現況カルテでは、客観的に捉える「データ」の必要性を
認識することができました。また、現地踏査では、建設部が防
災の視点を学び、特に道路整備において有益となりました。
■現況分析により地区の特性を把握し、全６地区のうち２地区（八

暫定用途地域の詳細

幡、平尾）は、整備の方向性が異なっていることが認識できま

検討

した。
■同じ暫定用途地域でも、６地区の特性は異なっており、立地条
件、土地利用、道路が要因として挙げられます。
■上位計画に即した事業展開だけでなく、経緯、現状を踏まえた
上での上位計画の見直しも必要です。
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項

目

まとめ
■各事業の特徴と課題をまとめることで、最も優れた手法である
土地区画整理事業以外の市街地整備の手法を認識することがで
きました。
■「計画手法」である地区計画は、
「事業手法」の核となる道路事
業があって現実的な手法となります。また、道路事業は、計画
的整備を進めていくための方針策定や、事業推進の後押しとな
る新規事業の検討が必要です。さらに、下水道事業は、道路事
業の先行整備があって効果を生む事業特性があります。
■今後の市街地整備の手法として、計画手法と事業手法の連携を
高めることで、補完しつつ、相乗効果が期待できます。
（模範的
な市街地整備の手法である土地区画整理事業と肩を並べること
ができ、整備手法の選択肢が増えます。）
■市街地整備の当初の検討にあたっては、道路に着目した手法の

整備手法の検討

大別化を図り、地区を細分化して最適な手法を組み合わせてい
くことが必要です。
■合意形成が得られる場合においては、ミニ区画整理の実現化も
考えられますが、整備の公平性を保つため、整備地区内の地権
者は相応の負担の必要がある旨を説明し、理解を得ることが必
要です。
■横断的な検討が必要な課題においては、第３者の介入は効果的
ですが、惰性的な介入とならないよう第３者に対する支援内容
を明確化する必要があります。また、地元主体のまちづくりへ
のスムーズな移行を見据え、協議過程において地元の気運醸成
を高めていくことができる団体の育成も必要です。
■暫定用途地域の解除に至るまでには長期間を要することから、
暫定用途地域が市民に与える影響を鑑み、住民ニーズが高まる
前から行政内部での実施体制や財源措置など、将来を見据えた
検討が必要です。
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おわりに
本研究会は、各メンバーが市街化区域について、基盤整備が不十分であることか
ら様々な課題を抱えていることを常々感じており、「何とかしなければ」という熱
い思いを持ち寄るところから検討がスタートしました。議論を重ねる中で全員が感
じたのは、個別の事業手法だけでは対応に限界があり、ソフト面まで捉えた大きな
視点や、多面的、多角的な視点の必要性でした。そして、本研究会は各課からの横
断的なメンバー構成によるものであったため、様々な視点での有意義な議論をする
ことができたと思います。
議論の過程においては、専門的な知識を活用した個別の事業展開の視点と、総合
計画や都市計画マスタープランのような長期的なビジョンを持った総合的な視点
の違いに対して、各々が刺激と感じたり、ギャップや難しさを感じる場面はありま
した。しかし、自由に意見を言える雰囲気の研究会では、結果として問題解決には
長期間を要することや、複数に跨る課題に対応するためには計画と制度から整備手
法の体系化までが必要なこと、また同時に、横断的な連携による研究や検討が必要
だという共通認識が出来たことは、大きな成果であったと思います。
政策研究という制度での検討はこれで終わりますが、今回の研究会に参加したメ
ンバーは、中堅と言える各部署の最前線で活躍している職員です。今後も熱い思い
を持ち続けながら、本研究会の成果である基礎資料を基に、実務の中で、さらなる
横断的な検討や研究が進められることを期待しています。そしていつか課題解決の
先には、道路、防災等の市民満足度の向上へ繋がるものと考えます。
「まちづくり」というのは、長い年月を必要とする作業です。本市も継続的に先
人の“思い”が引き継がれながら、ここまで発展をしてきました。本研究会では、
先人から本市の歴史を教わる機会も多々ありましたが、まるで綿や繭から繊維を引
き出し、何本もの細い糸を縒り合わせながら一本の木綿糸や生糸を作る作業に似て
いると感じました。つまり、語り紡ぐ（つむぐ）ということです。これからは、研
究会を通じて紡いだ糸を縦糸として、横断的な検討を横糸にと織り込めば、一枚の
紬（つむぎ）として形を成すはずであり、本研究会の成果が、今後の本市の市街地
整備に寄与できることを期待し、これからの業務に取り組んでいきたいと思います。
最後に、本研究会を実施するにあたり、数多くの助言、ご指導をいただきました
アドバイザーの皆様、先進地視察の関係者の方々に厚くお礼申しあげ、おわりのあ
いさつといたします。
豊川市市街地整備研究会
座
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長

岩

村

彰

久

参考資料
１．研究会開催状況
回
第１回

開催日
平成 23 年
７月４日（月）

場所

７月 12 日（火） 本 32 会議室

第３回

８月１日（月）

第４回

８月 23 日（火）

第５回

９月７日（水）

第６回

10 月 12 日（水） 本 32 会議室
10 月 21 日（金）
10 月 24 日（月）

先進地視察
第９回

優先度を踏まえた主要テーマの決定

（経緯の把握）

本 21 会議室

市内６地区

東郷町
安城市

12 月 13 日（火） 焼津市

12 月 21 日（水） 北 42 会議室
平成 24 年

現況に対する課題と市民への影響内容及び検討の

会議室

11 月 22 日（火） 本 34 会議室

第２回

基盤整備の現況把握

整備手法の事前勉強と第１回アドバイザー講演

第８回

11 月 30 日（水）

未整備区域と阻害要因の把握を踏まえた地区別の

一宮支所２階

11 月１日（火） 本 33 会議室

先進地視察

出）と整備状況の把握

本 32 会議室

第７回

第１回

市街化区域における基盤整備の洗い出し（事業抽

本 23 会議室

第２回

現地踏査

協議内容

第２回、第３回及び第４回アドバイザー講演（事
例研究）
整備手法の事前勉強及びアドバイザーの要点整理
暫定用途地域の現地踏査（２班）
現地踏査の結果報告及び第５回アドバイザー講演
（事例研究）
暫定用途地域の経緯、現況及び課題と対応のまとめ
第１回先進地視察
東郷町：暫定用途地域解除事例
安城市：狭あい道路整備の事例
第２回先進地視察
焼津市：暫定用途地域（暫定逆線引き）事例
先進地視察の報告とまとめ及びアドバイザーのま
とめ

本 32 会議室

整備手法及び報告会資料の検討

第 11 回

１月 24 日（火） 本 32 会議室

整備手法及び本研究会のまとめ

第 12 回

２月９日（木）

市内

整備手法及び報告会資料の検討

第 13 回

３月２日（金）

本 23 会議室

報告会資料のまとめ

報告会

３月 21 日（水） 本 23 会議室

第 10 回

１月 11 日（水）

成果報告会

【内訳】①会議 13 回、②アドバイザー講演５回、③現地踏査２回、④先進地視察２
回、⑤報告会１回
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２．研究会名簿
平成 23 年度豊川市政策研究グループ
役割
座

長

市街地整備研究会名簿

所属

補職

建設部区画整理課

課長補佐

氏名
岩村

彰久

副座長

上下水道部下水整備課

係

長

佐々木

委

員

企画部企画政策課

主

査

橋爪

共弘

委

員

建設部道路維持課

主

任

太田

真路

委

員

建設部道路建設課

係

長

山本

享靖

委

員

建設部建築課

主

任

白井

高行

委

員

消防本部防災対策課

主

任

松倉

秀明

事務局

建設部都市計画課

係

長

佐藤

稔

事務局

建設部都市計画課

主

任

岩本

好生
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