
小坂井連区

市長を囲む懇談会

平成３１年１月２２日（火）

小 坂 井 生 涯 学 習 会 館



（１）合併後のまちづくり
について



○ 都市計画マスタープランについて

『全体構想』
目指すべき将来像の実現に向け、将来の土地利用や都市施設の整備など、
都市づくりの大きな方針を明らかにしたもの

『地域別構想』
本市を１０の地域に区分し、各地域の目標とまちづくりの方針を明らかに
したもの

豊川市都市計画マスタープラン

個別都市計画を決定、具体的な規制誘導や事業を実施

●土地の使い方のルール（用途地域など） ●都市に必要な施設（道路、公園、下水道など）

●面的なまちづくり（土地区画整理事業など）



○ 都市計画マスタープランについて

人口減少・高齢化の進行を背景
に、市街地をコンパクトにしていく
都市計画が必要とされています。

平成２７年国勢調査人口
【182,436人】

■本市の将来人口の見通し

比較しやすいよう現行の元号を引用しています



将来都市構造図

都市づくりの目標の実現に向け、豊
川市の将来の骨格を示したもの

○ 都市計画マスタープランについて

集約型都市構造



○ 都市計画マスタープランについて
地域別構想（まちづくりの方針図）【小坂井地域】



○ 立地適正化計画について

都市計画区域

市街化区域

居住誘導区域都市機能誘導区域

区域ごとに誘導施設を定める

立地適正化計画制度のイメージ図



○ 立地適正化計画について

地域拠点（小坂井地区）

拠点名 面積（ｈａ）

中心
拠点

豊川
諏訪
中央通 ４６５

地域
拠点

八幡 １１９

国府 １７２

一宮 １０６

音羽 ４３

御津 １２０

小坂井 ２３５

<各都市機能誘導区域の面積>



○ 立地適正化計画について

○維持・拡充施設 ：都市機能誘導区域に立地しておりその機能を今後も維持・拡充する施
設
◇補完施設 ：都市機能誘導区域外であるが駅の徒歩圏内にある施設
●誘致施設 ：駅の徒歩圏内になく新たに都市機能誘導区域に誘致する施設

八幡
地区

国府
地区

一宮
地区

音羽
地区

御津
地区

小坂井
地区

医療施設 ○ ○ ○ ◇ ● ● ◇

保健センター ○

高齢者福祉 通所・訪問介護福祉施設 ○ ○ ○ ○ ◇ ○ ○

障害者福祉 通所・訪問障害者福祉施設 ○ ● ○ ○ ◇ ● ○

子育て支援センター ○

通所・訪問障害児福祉施設 ○ ◇ ● ○ ● ● ●

幼稚園、保育所等 ○ ○ ◇ ○ ◇ ○ ○

図書館 ○ ● ◇ ◇ ○

生涯学習会館 ○ ● ◇ ○ ○

商業 大規模小売店舗（1,000㎡以上） ○ ○ ○ ○ ● ● ◇

市役所 ○

支所 ○ ○ ○ ○

子育て世代のための施設
子育て
支援

小区分
中心
拠点

地域拠点

安心でき健やかな生活を
支える基盤となる施設

医療

大区分

行政施設 行政

まちのにぎわいを
生み出す施設

文化

誘導施設



（２）小坂井地区の社会
資本投資について



旧市町ごとの整備状況

豊川市 旧豊川市 旧一宮町 旧音羽町 旧御津町 旧小坂井町

人口 185,544 124,842 16,545 8,840 13,383 21,934

H30年度末の
整備人口

および整備率

159,189
(85.8%)

107,938
(86.5%)

10,902
(65.9%)

7,842
(88.7%)

12,099
(90.4%)

20,408
(93.0%)

H37年度末の
整備人口

および整備率

172,204
(92.8%)

118,842
(95.2%)

11,852
(71.6%)

8,480
(95.9%)

12,481
(93.3%)

20,549
(93.7%)

（２）①小坂井地区の下水道整備計画、及び水道法改正による方針について

2018.3.31(H30)統計情報をもとに算出



現在の整備状況図

整備中

第10次拡張区域

整備済み

未整備

市街化区域

（H37年度までの整備予定区域）



宿白山地区
平成31年度完了予定

宿中島地区
平成31年度完了予定

佐脇原地区
平成30年度完了

伊奈地区 整備中

第10次拡張区域

整備済み

未整備

市街化区域

（H37年度までの整備予定区域）



改築工事予定図

南山
グラウンド

小坂井住宅

平成3２年度以降予定

小坂井住宅
ちびっこ広場



【水道事業を取り巻く環境】
人口減少に伴う水道料金収入の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の課題に直面して

います。

【水道法の一部改正のポイント】
１．広域連携の推進【広域化】

（１）国は、広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定めることとする。

（２）都道府県は、基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計

画を定めることができることとする。

（３）都道府県は、広域連携を推進するため、関係市町村及び水道事業者等を構成員とする協議会を

設けることができることとする。

２．官民連携の推進【コンセッション方式の導入による民営化】

・地方公共団体が、水道事業者等としての位置づけを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、

水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。



【豊川市水道事業の方針】
１．広域連携（広域化）

（１）料金体系や財政状況の格差など市民生活に影響を与える課題が多い。

（２）検証や調整には、充分な時間が必要である。

（３）まずは、施設の共同化や管理の一体化など、地域の実情に応じた可能な連携から検討する。

（４）水道事業が抱える諸課題への対策手段の一つとして検証する。

２．官民連携（民営化）

（１）すでに、水道料金業務などの各種業務を民間に委託し効率化を図っている。

（２）今後も、民間への委託範囲と効果を検討する。

（３）水道事業者が資産を有したまま民間事業者が運営権を獲得する制度、いわゆる「コンセッショ

ン方式」などの新たな手法に注目が集まっている。

（４）コストの削減効果だけでなく、技術継承の問題も併せて検証する。

（５）浜松市等の先進事例の成果を十分に確認したうえで、慎重に調査、研究を進める。



（２）② 道路整備について

生活道路の整備

・各町内からの土木要望をもとにした整備計画

・各地域における整備のバランスを考慮

各地域の整備バランス

旧４町の基盤整備の充実を意識した整備方針
平成３０年度の生活道路整備事業費の割合
旧豊川市・・約３０％
旧４町・・・約７０％

・通学路の指定の有無・交通量・危険度など、
安全性の確保を優先した道路整備



（３）都市計画道路の整備
について



都市計画総括図



１ 都市計画道路の現況整理

２ 交通需要特性の把握

６ 豊川市がめざす将来道路交通ビジョン

３ 道路交通状況の把握

４ 上位・関連計画等の整理

５ 道路交通の課題整理

８ 将来都市計画道路網案の作成

○都市の骨格を形成する都市計画道路網案 ○魅力あるまちづくりと一体となった都市計画道路網案

「将来都市計画道路網基本構想」

９ 検討候補都市計画道路の見直し方針の検討 10 整備促進都市計画道路の整備方針の作成

７-１
将来交通量推計

７-２ めざす
べき交通環境



○都市計画道路網の見直しについて（基本構想図）



○都市計画道路網の見直しについて（基本構想図・小坂井地区）



○都市計画道路網の見直しについて（経緯と今後の予定）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 次年度以降

検討委員会（作業部会）
による検討作業

愛知県による
「愛知県都市計画道路見直し方針」

の策定作業

県方針と市指針の
整合性確認

市指針のパブリックコメント
10/15～11/13

豊川市都市計画道路網見直し指針の公表・施行

都市計画
手続き
に向けた
調整



（４）南海トラフ地震に対する
緊急避難施設の整備、及び
対策について



（４）① 住民への情報提供と避難所について

 ・同報系防災行政無線

 ・とよかわ安心メール

 ・市ホームページ

ヤフー株式会社
「災害に係る情報発信等に関する協定」

ファーストメディア株式会社
「豊川市の防災情報提供に関する協定」



ヤフー株式会社
「災害に係る情報発信等に関する協定」

Yahoo!地図アプリ



ファーストメディア株式会社
「豊川市の防災情報提供に関する協定」



Ｌアラート
（テレビのデータ放送で確認可能）



情報収集手段の多様化 民間の防災アプリの例



避難所について

市内９５箇所

小坂井中学校区 ７箇所

名称 住所 電話番号

小坂井中学校 伊奈町古当１０３ ７８－３３２２

小坂井東小学校 小坂井町西浦８７ ７８－２２７１

小坂井高等学校 小坂井町欠田１００－１ ７２－２２１１

小坂井生涯学習会館 宿町光道寺４０ ７２－２１６５

小坂井文化センター 伊奈町新町１７０－２ ７８－３５８６

小坂井西小学校 伊奈町縫殿５５－１ ７８－２２８１

小坂井文化会館 伊奈町新屋９７－２ ７８－３０００

小坂井生涯学習会館 宿町光道寺４０ ７２－２１６５

風水害時
避難所



津波避難ビル３箇所

うち小坂井中学校区２箇所

消防署南分署 小坂井西小学校

屋上の一部を利用：150人 北校舎の２階を利用：600人

南海トラフ地震を想定した被害予測
小坂井地域の避難対象人数
「過去地震最大モデル」 ： ８３世帯２４２人
「理論上最大想定モデル」：２０８世帯６３８人



津波避難ビル３箇所

うち小坂井中学校区２箇所

小坂井西小学校



南海トラフ地震の被害想定（津波）



避難所の整備（１）

耐震改修事業及び照明設備など非構造部材の落下防止対策



避難所の整備（２）

マンホールトイレ整備

小坂井東小学校（平成29年度）小坂井西小学校（平成28年度）



避難所の整備（３）

ソーラー発電機

コミュニケーション支援ボード



佐奈川について

津波の遡上、
高潮の影響は
新幹線付近まで

４②佐奈川の防災対策について



豊川市洪水ハザードマップ
（佐奈川の氾濫により浸水した場合の図）



河川監視カメラ設置位置図

岩田２号橋（山陰川）

豊成橋（音羽川）

丸山橋（紫川）

御津橋（御津川）
佐奈橋（佐奈川）

四ツ谷橋（佐奈川）

新屋橋（白川）



河川監視カメラによる河川状況

佐奈橋（佐奈川）四ツ谷橋（佐奈川）



（５）多面的機能交付事業
の目的と役割並びに
事業効果について



多面的機能支払交付金事業について



（６）消防団について



消防組織法
第９条 市町村は、その消防事務を処理するた

めに、次に揚げる機関の全部又は一部を設けなけ
ればならない。
１ 消防本部
２ 消防署
３ 消防団



消防団員の任命及び指揮命令系統など

豊川市消防団条例（任命）
第６条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町

村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市長村
長の承認を得て消防団長が任命する。

指揮命令系統は、団条例（服務規律）第１６条 団
員は、団長の招集によって出動し、職務に従事する
ものとする。



消防団の組織

消防団長
副団長 兼 第１方面隊長

副団長 兼 第２方面隊長

副団長 兼 第３方面隊長

副団長 兼 第４方面隊長

副団長 兼 第５方面隊長

副団長 兼 第６方面隊長

副団長 兼 第７方面隊長

副団長 兼 第８方面隊長

豊川・当古・三蔵子・三上分団

牛久保・下郷・中条分団

千両・平尾・諏訪分団

国府・御油・桜町分団

一宮第１-１部、２部・一宮第２-１部、２部、３部・一宮第３-１部、２部分団

赤坂・長沢・萩分団

御津第１・御津第２・御津第３分団

小坂井第１・小坂井第２・小坂井第３・小坂井第４分団

豊川市消防団条例定員：７２６人 実員：６７５名



消防団の組織

◆小坂井第１分団 定員：２５人 実員：２５名
（小坂井・宿・篠束）

◆小坂井第２分団 ：２５人 ：２３名
（茶屋・新町・白山・八丁・古当）

◆小坂井第３分団 ：２５人 ：２５名
（伊奈・平井・前山）

◆小坂井第４分団 ：２０人 ：１１名
（西小坂井・小坂井住宅・美園・南山）



消防団の役割

「共助」「公助」

の間に位置する組織

自助 共助

公助



日頃からの地域と消防団の繋がり

・近所のお付き合い
・町内会活動・・・防災訓練等

・・・お祭り等
自助 共助

公助



地域と消防団との関わり

地域と消防団がそれぞれ尊重、理解し合い協力体制

安全・安心な地域づくり



（７）放課後児童クラブ
について



児童クラブについて

小坂井フレンドクラブ

小坂井
西小学校

小坂井
東小学校

小坂井フラップクラブ

（こざかい児童館内）

小坂井キッズクラブ

小坂井さくらくらぶ

（賃貸物件）

小坂井東小学校の大規模改修
に合わせ、学校敷地内にクラ
ブ室を建設予定。

小坂井さくらくらぶの２階を
追加借用し、定員増を図る予
定。



●今後の児童数と学級数の見通し

年 度 2018
(Ｈ30)

2019
(Ｈ31)

2020
(Ｈ32)

2021
(Ｈ33)

2022
(Ｈ34)

2023
(Ｈ35)

2024
(Ｈ36)

2025
(Ｈ37)

2026
(Ｈ38)

2027
(Ｈ39)

2028
(Ｈ40)

小坂井
東小学校

児童数 554 576 566 557 537 520 503 484 478 475 476

学級数 21 22 22 22 22 20 19 19 19 19 19

小坂井
西小学校

児童数 671 634 636 602 588 572 520 507 480 465 439

学級数 24 23 23 23 23 23 22 21 19 17 16

（参考）豊川市立小中学校の規模に関する基本方針（案）より

●児童クラブの利用状況
校 区 クラブ名 Ｈ30利用人数

小坂井
東校区

小坂井フレンドクラブ 50

小坂井フラップクラブ 35

小坂井
西校区

小坂井キッズクラブ 79

小坂井さくらくらぶ 35

【参考】放課後児童健全育成事業（児童ク
ラブ）の設備及び運営に関する基準

●面積⇒児童１人につき概ね1.65㎡以上
●児童の数⇒概ね40人以下

※（）内の数値は夏休み期間などの利用者


