
国府東部連区

市長を囲む懇談会

平成３０年１０月２６日（金）

国府東地区市民館



（１）市町村防災行政無線
について



１ 豊川市防災情報伝達システムについて

１－（１）豊川市防災行政無線の構成

 ①「同報系」防災行政無線

 屋外の子局（スピーカー）と屋内の戸別受信機で

 一斉に情報を伝える

 ②「移動系」防災行政無線

市役所、避難所、地域（地区市民館などに設置）が

相互に連絡を取る



１－（２）本市の防災行政無線システムの課題
 ①老朽化

 （同報系）

 豊川：平成２３年３月

 一宮：平成２年１月

 音羽：平成１６年１２月

 御津：平成１３年１月

 小坂井：平成１５年３月

 （移動系）

 平成１５年～２２年

②スプリアス対応（同報系・移動系とも）

電波法の改正で、平成１９年以前に製造された無線機は、

そのまま継続使用ができない（雑電波の規制が強化されたため）

旧豊川市以外は１５年程度
（以上）を経過している



１－（３）計画の進捗

 平成29年5月

 防災情報伝達システム「基本計画」

 平成30年度

 防災行政無線整備事業「基本設計」



１－（４）基本設計業務での検討

 １、無線方式について（デジタル同報系）





低廉化（Type2)方式

メリット

・電波の伝わり方が現行方式より良い

・整備費用が若干抑えられる

デメリット

・音質が低下する

現行方式

メリット

・音質は現行レベルが保たれる

デメリット

・電波の伝わり、一部再送信局が必要

・携帯電話回線を利用するシステム・・・携帯通信網
・V-Lowマルチメディア放送システム・・・使用しなくなったアナログテレビ電波

追加検討



 ２、屋外拡声子局の再編について（デジタル同報系）

 ※子局とはスピーカーが建っている箇所

 市内１９２箇所

 （合併前）豊川１３６、一宮５、音羽６、御津１１、小坂井３４

 １市４町の合併前・・・各市町それぞれ整備していたもの（連携させて運用中）





◎豊川、小坂井・・・屋外方式（スピーカーで伝える）
（スピーカーを密に設置、戸別受信機はほとんど配っていない）

◎一宮、音羽、御津・・・戸別方式（戸別受信機で伝える）
（戸別受信機を全世帯に配布、スピーカーは数本のみ）

バラつきを解消しつつひとつのシステムに統合



 ・スピーカーの性能強化（デジタル同報系）



従来（レフレックススピーカー）

・音達範囲３００ｍ程度
・近くでうるさい

新型（スリムスピーカー） 新型（中型ホーンアレイス
ピーカー)

・音達範囲
４００～６００ｍ程度

・近くでうるさくなく遠く
まで飛ぶ

・音達範囲
６００～７００ｍ程度

・近くでうるさくなく遠く
まで飛ぶ

一宮・音羽・御津⇒子局を増設
豊川・小坂井 ⇒子局を一部廃止

全体では子局数を減らしつつ、
きちんと伝えられる仕組みを構築



 ３、戸別受信機の扱い（デジタル同報系）

 豊川市１５０（公共施設のみ）

 一宮４，５４９、音羽２，８３８、御津３，８３９（全世帯）

 小坂井２７８（聞き取りにくい方のみ配布）

 ◎豊川市内 約７万世帯

 （デジタル同報系１台５万円程度→高額な財政負担となる）

◎豊川、小坂井・・・スピーカーで伝える
（戸別受信機はほとんど配っていない）

◎一宮、音羽、御津・・・戸別受信機を全世帯に配布
（山間部・海岸沿いなど、地形的にスピーカーでは届きにくいから）

別の安価な方式



 ・戸別受信機の扱い（デジタル同報系）

 携帯電話やスマートフォンを利用したシステム





①
・携帯電話やスマホで受信できる方
⇒個人の端末で受信

②
・携帯電話・スマホが使えない方
・戸別受信機を希望する方
・旧３町の一部地域にお住まいの
スピーカーでは聞こえない地域
にお住まいの方

⇒安価な置き型の受信機

①
②



（２）上宿区内の建ぺい率、
容積率の見直しの進捗
状況について



上宿地区

豊川西部
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○上宿地区の都市計画決定状況について



○建ぺい率、容積率が厳しく制限されている理由について

・ 将来的に土地区画整理事業などの面整備が必要であると判断し

た区域で将来の面整備に備え、建築物の用途や規模を制限し土地

利用を抑制する用途地域を設定したもの

暫定用途地域

（第一種低層住居専用地域，建ぺい率／容積率=３０％／５０％）

※面整備が具体化した時点で変更する用途地域であるため、“暫定”とされる。



○市内の暫定用途地域の現状について



○暫定用途地域を解消するためには

《従来の条件》

土地区画整理事業等により、基準に合致した必要な基盤整備を行うこと

（具体的な事業の実施が伴うこと）

《現在の条件》

地域住民の合意の下、必要最小限の基盤整備（道路や公園の整備、雨水排水対策な

ど）を計画することにより解消することもあり得る（事業の実施は将来計画）

※用途地域の変更には都市計画法に基づく手続きが必要となる

（都市計画説明会・縦覧・都市計画審議会での審議など）



○平尾地区の取り組み

必要な基盤が既に整備済であったた
め、平成２９年１月に暫定用途地域
を解除

区画整理並みに基盤整備され
たエリアは第一種中高層住居
専用地域
建ぺい率 ６０％
容積率 １５０％

その他のエリアは第一種低層
住居専用地域のまま
建ぺい率、容積率を緩和
建ぺい率 ６０％
容積率 １0０％

暫定用途地域の解消に向け、用途地域変更の
手続きを進めている
（今年度中の変更を予定）



○今年度の委託業務内容及び進捗状況

市内各地区の基盤整備状況や土地利用の状況等を調査・分析

それぞれの地区に合った、暫定用途地域解消の手法検討

次期候補地区の選定



（３）「豊川市まちなか居住補
助金制度」の制度運用
について



１ 立地適正化計画とは（目的）

●今後、急速な人口減少・少子高齢化が予測され
ており、拡散した市街地のままで人口が減少し低
密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた
医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能の維
持が、将来困難になりかねないことが懸念されま
す。

▲生活に必要な施設の撤退 ▲財政規模の縮小・公共施設の脆弱化



１ 立地適正化計画とは（目的）
■豊川市の人口の将来見通し

●豊川市では、持続可能な都市の形成を目指し、コン
パクトな都市構造の構築を推進するため、豊川市立地適
正化計画を策定しました。
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２ 立地適正化計画とは（主な内容）

都市機能

誘導区域

立地適正化計画制度
のイメージ図

市街化区域

都市計画区域

居住誘導区域

区域ごとに誘導施設
を定める



３ 都市機能誘導区域

都市機能誘導区域の設定方法

①居住誘導区域の範囲内

②中心拠点及び地域拠点の中心となる駅から半径800mの範囲

③駅から半径1㎞にある近隣商業地域や商業地域

④豊川市中心市街地商業等活性化基本計画の計画区域

⑤合併前の旧町の中心である支所を含む範囲

（第一種低層住居専用地域のうち、建ぺい率30％・容積率50％に指定

されている地域は、②の範囲内であっても病院や商業施設などの立地が

見込めないことから都市機能誘導区域としない。）



国府地区拡大図



４ まちなか居住補助金について

●市外から都市機能誘導区域に、マイホームを取得し、転入し
た一定の条件を満たす方へ、固定資産税相当額３年分を補助す
る制度。該当者に中学生以下の子がある場合は、一人につき子
育て奨励金として１０万円を補助します。

【補助条件】
・市外に連続して５年以上住んでいた。
・平成２９年１月２日以降に都市機能誘導区域内に家屋を新築した。
・１０年以上、定住することを決めている。
・町内会に加入している。
・市税等の滞納がない。
・暴力団員でない。
・家屋には台所と便所がある。
・家屋うち居住の用に供する延べ床面積が８０㎡以上ある。



４ まちなか居住補助金について

拠点地区名 申請件数

中心拠点（豊川、中央、諏訪） ７件

八幡地区 １件

国府地区 ６件

一宮地区 ０件

音羽地区 ０件

御津地区 ５件

小坂井地区 ４件

計 ２３件

まちなか居住補助金の申請件数（平成３０年９月１９日現在）



（４）国府駅東地区再開発
計画の進捗について









立体換地イメージ図

従前地 換地



（５）上宿交差点から国府駅
間の通学路の安全対策
について



５ 上宿信号交差点から
国府駅間の通学路の
安全対策について



早朝の通学通勤時間帯



断面図①

断面図②



（６）古墳史跡公園化の進捗
について



船山古墳空中写真（平成２９年度発掘調査時）



緑地的な整備の参考：二子古墳（安城市、国指定史跡）



船山古墳盛土確認調査の写真（平成２９年度発掘調査時）






