
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成31年01月25日

計画の名称 光・緑・人　輝くとよかわ（基盤整備による定住・交流促進計画）

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 豊川市

計画の目標 　豊川市は、豊川稲荷をはじめとする歴史文化や自然環境に恵まれ、また、農業、工業、商業のバランス良い産業発展を背景に地域の活力を向上させてきた。今後も社会や経済の動きは変化し続け、少子高齢化の進行と人口減少時代の到来を受け

多くの課題に直面することが予測される中で、更なる発展を目指し、持続的な発展を支えていくためには、産業基盤や住環境の基礎となる道路整備・下水道整備・公園整備などの基盤整備等が必要である。

　本計画は、平成28年度から平成37年度を対象年度とする第6次豊川市総合計画と連動し、基盤整備を講じることにより定住人口の減少の抑制と交流人口の増加を目指すものである。具体には、区画整理や浸水対策、下水道未普及対策、都市再

生整備計画などにより市街地等の住環境の改善を図るとともに、道路等の基盤整備により道路交通を円滑にし、日常的に道路を通行する市民だけでなく、産業や観光などで来訪する自動車の往来がしやすく、歩行者も安心して通行できる道路

環境を目指す。また、2,500名以上の方が空襲で亡くなった悲惨な過去から平和を学ぶことのできる平和公園（仮称）を整備することで、市民の公園に関する満足度を高め、交流人口の増加を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               9,973  Ａ               9,963  Ｂ                   0  Ｃ                  10  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）       0.1 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H28当初) (H30末) (H32末)

   1 豊川市の総人口を国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成25年3月推計）推計値178,343人から179,452人に減少を抑制する。

豊川市の総人口 180741人 人 179452人

   2 本市の観光施設、祭などを訪れた人の合計

年間観光入込客数 7115000人 7836000人 8000000人

1月から12月までに本市の観光施設、祭などを訪れた人の合計

   3 社会資本整備に係る市民満足度を-0.5ポイントから+0.9ポイントに増加させる。

市民意識調査のうち、社会資本整備に係る市民満足度の合計 -1ポイント 0ポイント 1ポイント

   4 市道の改良率を70.9%から72.4%に増加させる。

市が管理する道路の総延長のうち、道路構造令の規格に適合している道路延長の割合 71% 72% 72%

市道の改良率=道路構造令の規格に適合している道路延長／市が管理する道路の総延長

   5 駅周辺で実施されている土地区画整理地区内の人口増加の割合を「+0.01」で維持させる。

駅周辺で実施されている土地区画整理地区内の人口増加の割合 0ポイント 0ポイント 0ポイント

   6 公共下水道の普及率を76.3%から81.8%に増加させる。

公共下水道処理区域内の人口を、市全体の人口で割って算出した数値 76% 79% 82%

公共下水道普及率=公共下水道処理区域内の人口／市全体の人口

1 案件番号： 0000060548



番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H28当初) (H30末) (H32末)

   7 都市浸水対策達成率を70.3%から74.4%まで上昇させる。

都市浸水対策達成率=5年に1回程度発生する規模の降雨に対応する下水道整備が完了した区域の面積／都市浸水対策を実施すべき区域の面積 70% 74% 74%

   8 公園の状況についての市民満足度の「満足」「まあ満足」と回答した人の割合を55.7%から57.5%に増加させる。

市民意識調査の「公園の状況」関する満足度について、「満足」「まあ満足」と答えた人の割合 56% 57% 58%

   9 週1日以上スポーツや運動をしている市民の割合を44.0%から52.0%へ増加させる。

市民意識調査の「スポーツや運動の頻度」について、「毎日」「週3～4日程度」「週1～2日程度」と答えた人の割合 44% 48% 52%

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

提案事業を加味した効果促進事業の割合　A：9,742百万円（うち提案事業分95百万円）　B：0百万円　C：15百万円　D：0百万円　　効果促進事業の割合：（A（提案分）＋C）／（A＋B＋C＋D）：1.1％

2 案件番号： 0000060548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 豊川市 直接 豊川市 市町村

道

改築 正岡牛久保線(22-A1-2) 道路改築　L=0.8km 豊川市  ■  ■  ■         170 －

A01-002 道路 一般 豊川市 直接 豊川市 市町村

道

改築 穂ノ原六角線(22-A1-3) 現道拡幅　L=0.22km 豊川市  ■  ■  ■  ■         250 －

A01-003 道路 一般 豊川市 直接 豊川市 市町村

道

改築 国府財賀線(22-A1-4) 現道拡幅　L=0.46km 豊川市  ■  ■          50 －

A01-004 道路 一般 豊川市 直接 豊川市 市町村

道

改築 上宿樽井線(22-A1-8) 現道拡幅　L=0.06km 豊川市  ■  ■  ■  ■         130 －

A01-005 街路 一般 豊川市 直接 豊川市 区画 改築 豊川西部地区（（都）姫

街道線外）(22-A1-9)

区画整理　A=90.5ha 豊川市  ■  ■          52 －

 小計         652

下水道事業 A07-006 下水道 一般 豊川市 直接 豊川市 管渠（

汚水）

新設 上宿地区外25地区（未普

及解消）(22-A1-11)

汚水管の新設　L=36,499m　

Φ150～Φ350

豊川市  ■  ■  ■  ■  ■       3,524 －

1 案件番号： 0000060548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-007 下水道 一般 豊川市 直接 豊川市 管渠（

雨水）

新設 上宿地区外10地区（浸水

対策）(22-A1-12)

雨水管の新設　L=1,842m　Φ

500～Φ1500

豊川市  ■  ■  ■  ■  ■         943 －

 小計       4,467

都市再生整備計画事

業

A10-008 都市再生 一般 豊川市 直接 豊川市 － － 豊川御津音羽地区(22-A1-

17)

道路、公園、土地区画整理事

業等　A=919ha

豊川市  ■  ■  ■         439 －

 小計         439

都市公園・緑地等事

業

A12-009 公園 一般 豊川市 直接 豊川市 － － 豊川市都市公園整備事業 都市公園における施設整備事

業

豊川市  ■  ■         221 －

 小計         221

都市再生整備計画事

業

A10-010 都市再生 一般 豊川市 直接 豊川市 － － 地域拠点一宮地区 道路、公園等　A＝168.8ha 豊川市  ■  ■         164 －

2 案件番号： 0000060548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市再生整備計画事

業

A10-011 都市再生 一般 豊川市 直接 豊川市 － － 地域拠点小坂井地区 公園、高次都市施設等　A=32

5.7ha

豊川市  ■  ■       1,149 －

 小計       1,313

都市公園・緑地等事

業

A12-012 公園 一般 豊川市 直接 豊川市 － － 豊川市平和公園（仮称）

整備事業(22-A1-14)

公園整備・体験学習施設実施

設計　A=3.0ha

豊川市  ■         458 －

 小計         458

都市再生整備計画事

業

A10-013 都市再生 一般 豊川市 直接 豊川市 － － 豊川駅周辺地区(22-A1-15

)

道路、公園、土地区画整理事

業等　A=208ha

豊川市  ■  ■  ■  ■       1,131 －

 小計       1,131

道路事業 A01-014 街路 一般 豊川市 直接 豊川市 区画 改築 豊川駅東地区（（都）豊

川牧野線外）(22-A1-10)

区画整理　A=53.7ha 豊川市  ■  ■  ■  ■  ■         415 －

3 案件番号： 0000060548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-015 道路 一般 豊川市 直接 豊川市 市町村

道

改築 篠田足山田線(22-A1-1) 道路改築　L=0.9km 豊川市  ■  ■         173 －

A01-016 道路 一般 豊川市 直接 豊川市 市町村

道

改築 御津下佐脇縄手野先線（

立切橋）(22-A1-6)

橋梁改築　L=0.03km 豊川市  ■          73 －

 小計         661

下水道事業 A07-017 下水道 一般 豊川市 直接 豊川市 管渠（

雨水）

新設 平井ポンプ場（浸水対策

）(22-A1-13)

電気設備 豊川市  ■           2 －

 小計           2

都市再生整備計画事

業

A10-018 都市再生 一般 豊川市 直接 豊川市 － － 豊川一宮地区(22-A1-16) 道路、公園、土地区画整理事

業等　A=935ha

豊川市  ■  ■         141 －

 小計         141

4 案件番号： 0000060548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-019 道路 一般 豊川市 直接 豊川市 市町村

道

改築 白鳥穴田山桃線(22-A1-5) 現道拡幅　L=0.32km 豊川市  ■         145 －

A01-020 道路 一般 豊川市 直接 豊川市 市町村

道

改築 永井田１号線(22-A1-7) 現道拡幅　L=0.34km 豊川市  ■          95 －

A01-021 道路 一般 豊川市 直接 豊川市 市町村

道

新設 平尾地区道路整備事業 道路新設　L=0.13km 豊川市  ■  ■          47 －

A01-022 道路 一般 豊川市 直接 豊川市 市町村

道

改築 御津為当線 現道拡幅　L＝0.052km 豊川市  ■  ■         191 －

 小計         478

合計       9,963

5 案件番号： 0000060548



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業

C12-001 公園 一般 豊川市 直接 豊川市 － － 都市公園等利用促進整備

事業(22-C1-1)

都市公園等における利用促進

に係る整備

豊川市  ■          10 －

基幹事業（22-A1-14）と一体的に実施することで、都市公園等の利用促進を図る。

 小計          10

合計          10

1 案件番号： 0000060548



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29

配分額 (a)                   1,043                   1,121

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   1,043                   1,121

前年度からの繰越額 (d)                       0                      36

支払済額 (e)                   1,007                   1,131

翌年度繰越額 (f)                      36                      26

うち未契約繰越額(g)                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000060548
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