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第１回豊川市都市計画マスタープラン策定委員会 

 

【議事要旨】 

日時：令和元年 10月 24日（木）午後 2時～4時 

場所：豊川市役所 委員会室（本庁舎３階） 

出席者：以下のとおり（敬称略） 

区 分 氏 名 所 属 分 野 

学識経験者 浅野純一郎 豊橋技術科学大学 

建築・都市システム学系 教授 

都市計画 

松本幸正 名城大学 

理工学部 社会基盤デザイン学科 教授 

交通工学 

各種団体 伊藤崇予 豊川リサイクル運動市民の会会長 環境 

岡田敏昭 豊川市農業委員会会長 農業 

河合美恵子 豊川防災ボランティアコーディネーター

の会代表 

防災 

伊奈克美 特定非営利活動法人とよかわ子育てネッ

ト代表理事 

児童福祉 

大髙博嗣 豊川市障害者（児）団体連絡協議会会長 障害者福祉 

美馬ゆきえ 豊川市老人クラブ連合会会長 高齢者福祉 

公募 田中大造 市民  

竹内みゆき 市民  

オブザーバ

ー 

伊藤俊司 愛知県都市整備局都市計画課 

企画・調査グループ課長補佐（代理出

席） 

県職員 

稲垣秀高 愛知県東三河建設事務所企画調整監 県職員 

事務局 都市整備部長、都市整備部次長、都市計画課長始め都市計画課職員５名 

 

１ 委員会の開会 

 

２ 副市長あいさつ 

 

３ 委員長の選出 

 

４ 副委員長の指名 

 

５ 議題 

（１） 都市計画マスタープラン策定の概要について  

（事務局説明） 

・資料１、資料２に基づき説明 

 

アンケート調査 
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課題の整理について 

（事務局説明） 

・資料１、資料３、資料４、資料５に基づき説明 

 

意見・質疑等の要旨 

意見 1 

（委員）資料１の２ページの課題の整理において、都市構造、都市活力、

都市生活、都市環境、都市経営で整理されているが、この五つはどれも非

常に重要である。都市構造と都市活力が大事だということだが、都市環境

と都市生活、都市経営がベースということで良いか。 

事務局 

この５つの視点は総合的に成り立っていかなければいけないもの

と考えている。都市環境、都市生活、都市経営の上に都市環境と都

市生活が成り立っていく。 

意見 2 

（委員）資料３のアンケート調査の分析について、就業者の職業別に結果

が読み取れない。都市活力の課題を整理する際に、目線を変え、掘り下げ

ることにより、課題を捉えることもできるのではないか。 

事務局 
アンケート調査では、職業別の調査は行っていないが、既存のデ

ータ等を整理する中で、検討できれば取り入れていきたい。 

意見 3 

（委員）資料３のアンケート調査では、回収率が５３．８％しかなく、回

収率が非常に低い。この結果を、そのまま市民意向としていいのか。 

事務局 

前回も同様にアンケート調査を実施しているが、そのときの回収

率は４３％であり、それと比較すると高い回収率である。一般的

に、このような調査をした時の回収率は、この程度であり、この回

収率、回収結果で傾向はつかめると考えている。市では他のアン

ケート調査も行っているので、その結果も参考にしていきたい。 

意見 4 

（委員）資料３のアンケート調査の対象者は、どのように抽出したのか。

１０地区を均等に割ったのか。それとも、人口に応じて割っているのか。

アンケートは、できるだけ大勢の人から回答してもらうものなので、少な

くとも、回収数が２０００通になるぐらい対象を広くしたほうがいい。豊

川市の人口では、回収数が少ない。 

事務局 

住民基本台帳から地区毎の対象となる方を年齢別に並べて名簿を

作成し、地区毎の割合を見て、バランスよく、それぞれの地区の方

が対象となるように、順々に等間隔で抽出した。 

（委員）このような調査を行う場合、集団の大きさに対してどの程度の標

本数が必要になるのかという計算式がある。その式によって、統計上、豊

川市全体の総意として必要な標本数が分かる。統計上は、数を増やしても、

それで正しい結果が得られるというものでもない。 

（委員）今回のアンケートの設計をどのレベルで信頼度を保証しているの

かを説明してもらえれば良い。地域別では十分な信頼度のある結果が出る

のか、年齢階層別で出るのか、そこの説明が欲しい。ちなみに５０％近い

回収率は、高い回収率だと思う。 

事務局 

今回のアンケート調査については、中学校区別で区分して行って

いるので、その中で精度の高いものが出れば良いと考えている。 
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意見・質疑等の要旨 

意見 5 

（委員）資料３のアンケート調査の重要度と満足度の調査項目は、５段階

で評価している。満足度の平均が２．７で、それより高いと満足度が高い

となっているが、５段階では普通以下となり、満足度は低いということに

なる。あくまでも相対的な話なので、この組み立ては分かるが、もう少し

広い視点で、どのような方向に向かって取り組んでいくべきかを議論した

ほうがいいと思う。 

前回も、商業集積や公共交通が弱いという結果が出たと思うが、それに対

する取組みをやるとしても、少しずつしか進まない。構造的に弱い部分を

変えることができないので、やり続けることも大事だが、新たな方向性や

施策の展開を記載することも必要だと思う。 

意見 6 

（委員）都市づくりにおいて、重要になってくるのは人口だと思う。居住

人口だけではなく、どのように人口を増やしていくのかを考えていると思

うが、資料１の４ページに５歳階級別男女別人口調査があるが、社会増減

と自然増減が混じり合った内容となっている。社会増減のみの資料を作成

してほしい。都市間競争を勝ち抜くためには、転入・転出だけでどのよう

な動きがあるかを見るべき。そこで、２５歳から２９歳では社会増であり、

特に男性が増えているが、女性はそこまで増えていない。２０歳から２４

歳で社会減となるのは、大学進学か就職で転出していることが原因と思う

が、その後、転入が増え、良い特徴だと思う。強みを伸ばすのは重要だと

思う。この要因は何か。 

また、産業振興の視点で重要なのは、豊川市で働いている方がどこに住む

かという点だと思う。職場も居住地も豊川市なのか、豊川市に勤めている

が、住んでいるのは近隣市町なのか、その実態をについて分析されている

か。 

事務局 

１点目の傾向については、もう少し時間をかけて分析をしたいと

思う。 

２点目については、資料３基礎データの収集整理の６８ページ、

６９ページで通勤通学流動を調査している。また、自市内の就業

率について調査しているが、東三河の中だと、少し低い割合とな

っている。 

（委員）要因を分析しながら、何が弱いのか、強いのかを見て、そこを改

善する、あるいは伸ばしていくことが望まれると思っている。 

意見 7 

（委員）資料３基礎データの収集整理の４６ページを見ると、商業につい

ても同じで、東三河の小売吸引力指数は、かなり低い。全部１より低いが、

実際にどこに買い物に行っているのか。そのあたりの動態も見据えたうえ

で、何が課題となるか検討が必要だと思う。 
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意見・質疑等の要旨 

意見 8 
 

（委員）豊川市において、豊川稲荷はすごく象徴的で、その資源を守って

いくことが大事だと思う。そのためには、景観について検討する必要があ

る。課題をみると、景観について記載がないが、景観をしっかり考え、守

るべきものは守る、場合によっては、都市計画でコントロールしていくよ

うな観点が必要だと思う。 

もう一点、都市の農地ついて、これからの都市の農地のあり方は大きく変

わってくると思う。それについての記述がないので、どのような課題があ

るか教えてほしい。 

事務局 

景観は、この１０年間で特に進めることができなかった。景観計

画となると、その地域ごとに規制や守るべきルールが必要となり、

その地域に住む人たちの思いが非常に大事になる。まずはそうい

った機運づくりみたいなのが非常に重要であるが、まだそこまで

進められてないが、重要なことだとは認識している。 

都市農地は、豊川市は生産緑地もなく、都市農地を守っていくと

いう考え方には触れてない。 

（委員）資料４現行計画の達成度検証に景観はなく、景観は評価できてい

ない。景観施策は、今行政の施策の中で重要で、歴まち法とか新しい法律

ができて、手厚くなり、観光手段や都市のブランドアップする有効な手段

となっている。そういうのが抜けているのは大きい損失だと思うので、正

しく評価したほうがいいと思う。 

（委員）都市農地について、営農意向がある等調査は行っていないのか。 

（委員）市街化区域外の農地では、人・農地プランという計画において、

全体の農地の有効活用を推進していくことを国の方針に沿いながら、具体

的な検討を進めている。若い担い手をいかにして確保し、農地に集積させ

るのか、国の補助金使いながらどのような施策を行うのかを検討している。 

（委員）国のスタンスとしては、市街化区域内の農地はあるべきものだと

いう位置付けに変わってきて、環境や防災など緑地機能があるので、積極

的にその位置付けを認めていこうというようなことになってきている。生

産緑地がなくても、都市農地をどうするかは非常に重要であり、市街化区

域の人口密度を維持することが大切と書いてあるなかで、農地をつぶして

開発をするのか、あるいは保全していくのか良く分からない。 

意見 9 

（委員）担い手がいない市街化調整区域の農地について、もっと有効に活

用すべきと思うが、良い活用の方法はないか。 

事務局 

農業委員会では耕作放棄地の解消や農地の有効利用を図るため、

農地情報バンクという取り組みをしているので、活用していただ

きたい。 

意見 10 

（委員）豊川市は近隣市と比べて農地転用が非常に厳しい。市街化区域、

市街化調整区域、農振地域の白地、色付き、耕作放棄地ぐらいを分けて考

える必要があると思うが、豊川市は消極的であるように見える。 

事務局 只今のご意見は、関係する部局には伝える。 

意見 11 

（委員）資料４現行計画の達成度検証の５ページ、右側のグラフの市民意

識調査で、重要度が高い「交通安全対策」「歩行者にとっての道路の安全性」

等の交通安全対策について、課題として整理する必要はないか。 

事務局 
課題としては取り上げていないので、記載できるか検討していき

たい。 
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意見・質疑等の要旨 

意見 12 

（委員）資料１の４ページ、都市づくり上の課題「産業活動を支えるイン

フラの改善・充実」には、既存の都市計画道路の見直しも含んでいるのか。 

事務局 

現行のマスタープランでも記載しているが、未整備の都市計画道

路は、見直しを行っている。その中で、計画された都市計画道路が

現状に合うのかどうか必要性を再検証しており、今後も継続して

検証を続けていく。 

意見 13 

（委員）資料１の５ページの都市づくり上の課題「高齢社会において地域

コミュニティを維持するための生活環境確保」では、現状では市街化区域

内に買い物、医療、福祉等の施設が、徒歩圏内に配置されていると記載が

あるが、アンケート調査では、徒歩圏内にあると良い施設を設問で列挙さ

れている。個人の感覚ではあるが、徒歩圏内に施設が満たされていると感

じないが、現状と書いていいのか。 

事務局 

徒歩圏内の生活利便施設は、資料３基礎データの収集整理の３６

ページから４０ページに分布図がある。徒歩圏を８００ｍとし、

概ね市街化区域をカバーできているため、このように表現してい

る。ただし、アンケート調査では、このような施設がまだまだ必要

だという結果になっているので、どのような表現にしていくのか

検討していきたい。 

意見 14 

（委員）資料１の５ページ、都市づくり上の課題「大規模災害時に備えた

安全・安心の確保」では、地震や河川氾濫の問題、災害危険区域内の建築

等課題がある。特に、災害危険区域内となっている市街化調整区域内での

開発は抑制し、市街化区域に誘導する施策が必要ではないか。実際に危険

な地域から移った方はいるのか。 

事務局 

危険な地域を指定はしているが、そこに住んではいけないという

規制はしていない。強制的に移転いただくのは難しく、市街化区

域に極力住んでいただける施策を行い、緩やかに誘導していく。

立地適正化計画で、危険な地域から都市機能誘導区域に移り住ん

だ方に補助金を出すという制度があるが、今のところ実績はない

ので、もっとＰＲをしていきたい。 

（委員）土砂災害特別警戒区域などは、比較的狭い範囲に時間雨量が１０

０ｍｍを超えて２、３時間降ると災害が起こるため指定してされている。

先日の洪水は、流域型洪水という新しい現象と言われており、時間雨量１

０～２０ｍｍが一定の河川全域に１２時間くらい降ったため、起こった現

象である。ハザードマップを見ると、豊川市も同様であるため、検討をす

べきである。規制できなくても、そうなる可能性が高いことを、積極的に

危険性を伝えていく必要がある。 

意見 15 

（委員）資料３基礎データの収集整理において、大型店の立地に関する資

料がないため作成してほしい。また、低未利用地の資料も図が分からない

ため、拡大してどういう形で未利用地があるのか分かる資料にしてほしい。 

 

 

 

 

 

 



6 

意見・質疑等の要旨 

意見 16 

（委員）バリアフリーの記載がないが、駅舎や駅周辺、駅前広場、そこへ

のアプローチ、あるいは中心市街地の歩行空間のバリアフリー化は進んで

いるのか。障がい者もいつでも社会に参加できるということやユニバーサ

ルデザインの考え方等を課題に入れてもいい。子どもを含めた誰もがとい

うのが重要である。子どもたちは声を出せないので、あまり反映できない

が、通学路でも危険な箇所はまだある。バリアフリーで誰もが社会に参加

できる、誰もが動きやすい環境をつくるということもあってもいいと感じ

た。 

事務局 

バリアフリーは、基本構想に定めており、現在は、国府駅周辺、八

幡駅周辺で概ね計画が完了している。今後、次期地区を検討する

必要があると考えている。 

意見 17 

（委員）市街化区域内の中心市街地を中心としたところでは、歩いて暮ら

せるようなまち、誰もが歩いて暮らせるようなまち、また、産業振興を考

えたときには、新設道路があってもいいかもしれない。 

事務局 新設道路は、今の時点では考えはない。 

 

６ その他 

 

７ 委員会の閉会 

 

 

 


