
 

 

表 整備重要度評価指標 

 

 

 

  

都市道路 地区道路

拠点形成に寄与する 中心拠点又は地域拠点内に存するか

通過交通の排除により拠点内の快適な
歩行者空間の確保に寄与する

中心拠点又は地域拠点の外郭を形成す
るか

○

都市間および各生活圏間を円滑に連携する
将来道路交通ビジョンにおける幹線道路
ネットワークの位置づけがあるか

鉄道駅アクセスの時間短縮効果が期待でき
る

鉄道駅への近接性があるか

バス交通の定時性・速達性向上が期待でき
る

バス路線に該当するか

渋滞解消に寄与する
道路整備に関するアンケートにおいて
渋滞を感じる人の割合が多いか（小学
校区単位）

○

将来の交通需要が見込まれ、整備効果が
期待できる

整備後の将来交通量が一定量以上か
費用便益比（Ｂ/Ｃ）が平均値以上か

○

災害時の広域輸送機能向上が期待でき
る

緊急輸送道路に該当又は接続するか ○

医療拠点へのアクセス時間短縮効果が
期待できる

市民病院への近接性があるか

延焼遅延、避難路の確保といった防災
性の向上が期待できる

密集市街地危険度評価区間に該当するか ○

通過交通の排除により安心安全に暮ら
せる生活圏の形成に寄与する

住宅地の外郭を形成するか ○

駅への歩行者、自転車がバリアフリー
に配慮され、安全なアクセス確保に寄
与する

鉄道駅から半径500ｍ以内に位置するか

豊川市バリアフリー基本構想における位置づ

けがあるか
○

歩行者の安全性確保に寄与する 現況道路に歩道が設置されているか ○

歩行者・自転車の安全性確保に寄与する
道路整備に関するアンケートにおいて歩行

者・自転車が安心して通れる道路が少ないと

感じる人の割合が多いか（小学校区単位）
○

観光交通処理が期待できる まちづくり資源への近接性があるか

産業交通処理が期待できる
産業用地（10ha以上の工業用地）への近接
性があるか

○

都市機能の立地誘導が期待できる
都市マスでその沿道が商業・業務地あるい
は沿道複合地と位置づけられるか

広域的交通処理が期待できる ＩＣに直結するか ○

評価指標
重点を置く項目

～交流～
にぎわい・出会い・利便性
の創出を支援するみちづく
り

～連携～
コンパクトな生活圏を相互
に連携するみちづくり

～安全～
快適で安心できるまちを実
現するみちづくり

～活力～
開かれたまちに活力を生
み出すみちづくり

将来道路交通ビジョンにお
ける基本目標

期待できる整備効果
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６ 今後の対応方針 
 

１．都市計画道路網見直しのＰＤＣＡ 

行政プランにおいては計画作成後（ｐｌａｎ）その実施状況（ｄｏ）と実施効果（ｃｈｅｃｋ）

を検証して必要に応じて計画見直し（ａｃｔｉｏｎ）を行うことが一般的ですが、都市計画道路

の見直しも同様です。 

都市計画道路網の見直しは、概ね 10 年後を目途に再見直しを行うものとします。その理由は

以下のとおりです。 

・ 基本構想の上位計画である豊川市総合計画、豊川市都市計画マスタープランは概ね 10年間

を計画期間としており、計画策定後 10年後に見直しが行われる。 

・ 道路網構想の将来交通需要を推計するために用いる中京都市圏パーソントリップ調査は、

10年サイクルで実施される（今回のパーソントリップ調査は第 5回調査で平成 23年に現

況調査実施）。 

 

都市計画道路の見直しは長期的な取り組みとなることから、進捗状況を定期的に把握するとと

もに、上位・関連計画と相互に調整しつつ、適切な進行管理を行うものとします。 

概ね 10 年後に実施する都市計画道路の再見直しは、基本的には本書に示す都市計画道路網見

直し検討手順に沿って再実施するものとします。 

ただし、実施時における社会情勢の変化等を加味したうえで、見直しの手法や手順の妥当性、

正当性を確認する必要があり、必要に応じて評価項目の加除等を行うものとします。 

 

また、都市計画道路の再見直しを行うにあたっては、以下の点についても確認する必要があり

ます。 

  ・国、県に係る広域的道路整備計画の変更の有無の確認 

・上位計画の変更点の確認（将来人口、まちづくりの方針等） 

  ・市内のまちづくりの進捗状況、新たなまちづくり構想の確認 

  ・パーソントリップ調査の将来交通量推計手法の変更の有無の確認 

  ・市民の道路整備ニーズや社会情勢の変化への対応の確認 

   （例示：超高齢社会における道路に対するニーズ変化、自動車・自転車の性能の変化等） 
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７ 策定の経緯 
 

１．策定経緯の概要 

『豊川市の新しい都市計画道路網について』は、豊川市都市計画道路網見直し検討委員会をは

じめ、以下の経緯を経て策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『豊川市の新しい都市計画道路網について』の作成（平成26～27年度） 

 豊川市都市計画道路網見直し検討委員会（開催5回） 

 豊川市都市計画道路網見直し検討委員会作業部会（開催 6回） 

パブリックコメントの実施（平成30年 10 月 15日～平成30年 11 月 13日） 

豊川市都市計画審議会への諮問（平成30年 12月 21日） 

『豊川市の新しい都市計画道路網について』の施行 

愛知県都市計画道路見直し方針※の策定及び方針に対する市

の見直し作業の整合確認（平成 28～30 年度） 

※愛知県都市計画道路見直し方針（愛知県，平成 30 年８月 30 日公表） 
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豊川市都市計画道路網見直し検討委員会策定経緯 

回数 開催日時 議題等 

第１回 平成２６年１１月２８日 

●委員長の選出 

●職務代理者の指名 

●議題 

（１） 見直し作業の目的と概要について 

（２） 豊川市の現況について 

（３） 上位・関連計画等の整理及び交通需要特性、道路交通

特性について 

（４） 道路交通の課題整理について 

第２回 平成２７年３月２５日 

●議題 

（１） 第１回検討委員会での意見と対応方針について 

（２） 豊川市がめざす将来道路交通ビジョン（案）について 

第３回 平成２７年１０月３０日 

●議題 

（１） 第２回検討委員会での意見と対応方針及び今年度業

務について 

（２） 将来交通量推計について 

（３） まちづくりと一体となったみちづくりについて 

第４回 平成２８年２月２２日 

●議題 

（１） 第３回検討委員会での意見と対応方針について 

（２） 将来都市計画道路網基本構想（案）の作成について 

（３） 将来都市計画道路網基本構想（案）について 

第５回 平成２８年３月２９日 

●議題 

（１） 第４回検討委員会での意見と対応方針について 

（２） 豊川市都市計画道路網見直し検討委員会報告書（案）

について 
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豊川市都市計画道路網見直し検討委員会作業部会策定経緯 

回数 開催日時 議題等 

第１回 平成２６年１１月６日 

●議題 

（１） 委員会設置要綱及び見直しスケジュールについて 

（２） 豊川市の現況及び上位・関連計画等の整理について 

（３） 交通需要特性及び道路交通特性について 

（４） 道路交通の課題整理について 

第２回 平成２７年２月２０日 

●議題 

（１） 第１回作業部会及び委員会での意見について 

（２） 豊川市がめざす将来道路交通ビジョン（案）について 

第３回 平成２７年１０月７日 

●議題 

（１） 第２回作業部会及び委員会での意見について 

（２） 今年度の作業スケジュールについて 

（３） 将来交通量推計について 

（４） まちづくりと一体となったみちづくりについて 

第４回 平成２７年１２月２５日 

●議題 

（１） 第３回作業部会及び委員会での意見について 

（２） 将来都市計画道路網基本構想（案）について 

第５回 平成２８年２月３日 

●議題 

（１） 第４回作業部会の意見について    

（２） 将来都市計画道路網基本構想（修正案）について   

（３） 整備促進都市計画道路の整備優先度（案）について 

第６回 平成２８年３月８日 

●議題 

（１） 第５回作業部会及び第４回委員会での意見について   

（２） 豊川市都市計画道路網見直し検討委員会報告書（案）

について 
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２．豊川市都市計画道路網見直し検討委員会 

豊川市都市計画道路網見直し検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 豊川市における都市計画道路の役割を効果的かつ効率的に発揮し、 

豊川市が発展していくための骨格を形成する将来都市計画道路網を構築するため、豊川市都市計画

道路網見直し検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、豊川市の都市計画道路網の見直しに係る検討業務に関して、 

調査、検討及び審議を行う。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員７人以内をもって組織する。 

２ 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

⑴ 公募した市民 

⑵ 学識経験者 

⑶ 各種団体を代表する者 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

３ 委員会に、国土交通省職員及び愛知県職員をオブザーバーとして置くことができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、市長が委嘱した日から平成２８年３月３１日までとする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するとともに、委員会の会議の議長となる。 

４ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員のうちから委員長が指名し

たものが、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

４ 会議は公開する。ただし委員長が非公開とすることが適当と判断した場合は、会議の全部または

一部を非公開とすることができる。 

５ 会議を公開するに当たっては、開催日時、開催場所、議題等について、事前に公表するものとす

る。 

６ 会議の公開に伴う傍聴手続きは、「豊川市都市計画道路網見直し検討委員会会議傍聴要領」によ

るものとする。 

  




