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８．分野別の方針の検討 

本市が目指す将来都市構造を具体化するため、土地利用、都市施設（道路、公共交通、公園・緑地、河川・
下水道・水道、その他都市施設）整備、市街地整備、自然環境の保全及び景観形成、都市防災等に関する方
針を定めます。 

 
 

分野別の方針 （１）土地利用の方針 

  

 （２）都市施設整備の方針 

 

(2)-1 道路 
(2)-2 公共交通 
(2)-3 公園・緑地 
(2)-4 河川・下水道・水道 
(2)-5 その他都市施設 

  

 （３）市街地整備の方針 

  

 （４）自然環境の保全及び景観形成の方針 

  

 （５）都市防災等の方針 

 
 
 
 

 

（１）土地利用の方針 

本市では、市街地を取り巻くように良好な環境を有する山並みや田園風景、海や川が残されており、
市街地と自然環境が調和した都市構造が本市の魅力・特徴となっています。 
そこで、現在の区域区分を基本とし、無秩序な市街地の拡大を抑制することにより、市街地と自然環

境や農業環境が調和した土地利用を図ります。なお、今後の人口動向や社会情勢の変化等により、区域
区分の見直しが必要になる場合には、既存ストックの活用や災害に対する安全性の確保等に十分配慮し
ながら、計画的に新たな市街地形成を図るものとします。 
市街化区域では、現在の用途地域を基本としつつ、必要に応じ見直し等を行うことで、土地利用の適

正な規制・誘導を図るとともに、豊川市立地適正化計画に基づき居住及び都市機能の誘導を図ることで、
居住や日常生活を支える都市機能がコンパクトにまとまり、利便性の高い土地利用を進めます。また、
本市の産業振興を支える工業・物流機能等の集積を向上するための受け皿となる産業用地を適切に確保
します。 
市街化調整区域では、農地や森林等の豊かな自然環境の維持・保全を図り、都市的土地利用との調和

が図られた秩序ある土地利用を進めます。 
 

（１）-1 市街化区域の土地利用の方針 

①専用住宅地 
低層戸建住宅等を主体とした現在の土地利用を基本としつつ、必要に応じ、住民の合意形成のもと地

区計画制度の活用等により、ゆとりある良好な居住環境の維持・増進を図ります。 
また、低未利用土地が多く残る地区では、暫定用途地域※の解消や空き家等の有効活用により、良好な

居住環境を有する住宅地の形成を図ります。 
※土地区画整理事業等による計画的な市街地形成が必要な地区を、暫定的に、建
蔽率 30％、容積率 50％の第一種低層住居専用地域に指定した地域 

②一般住宅地 
道路や公園等の都市基盤施設が未整備の住宅地では、都市基盤施設の整備・改善を進めるとともに、

鉄道駅の周辺や幹線道路沿道では、鉄道やバス等公共交通の利便性を活かし、戸建住宅や中高層の共同
住宅を主体とした土地利用を維持・誘導しつつ、日常生活を支える商業・サービス機能をはじめ日常的
な利用が見込まれる生活機能の維持・確保を図ります。 
また、点在する低未利用土地の宅地化を促進するとともに空き家等の有効活用を図ります。 

 
③沿道複合地 

(都)豊橋豊川線、(都)中通線、(都)姫街道線等の幹線道路沿道では、沿道にふさわしい商業業務機能等
の維持・誘導により、利便性の高い住宅地の形成を図ります。 
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④商業業務地 
豊川地区、中央通地区、諏訪地区からなる中心拠点では、土地の有効・高度利用を進め、居住機能の

集積を高めるとともに、広域からの利用が見込まれる商業･業務、医療・福祉、文化等の多様な都市機能
が複合的に立地する土地利用の誘導を図ります。また、豊川稲荷表参道の特色ある商業機能の維持・増
進を図ることにより、歴史・文化的資源を活かしたまちづくりを進めにぎわいの創出を図ります。 
国府駅周辺をはじめとする地域拠点では、歩くことを主体に暮らしやすいコンパクトにまとまった生

活圏を形成するため、買い物や通院等地域住民の日常生活を支える上で必要な都市機能を主体とした土
地利用の維持･誘導を図ります。 
特に八幡地区では、医療、福祉、公共施設、商業、住宅等の多様な機能を集約した複合的な地域拠点

として、交流人口の拡大や雇用の創出を図ります。 
 

⑤工業地 
臨海部、内陸部の工業団地をはじめとする既存の工業地においては、現況土地利用を維持し、良好な

操業環境の維持・増進を図ります。また、未利用地が残る臨海部工業用地では、工場・物流施設等の立
地を促進します。 
住宅と工場等が混在する地区においては、工場地敷地内の緑化を促進する等、居住環境と工場が与え

る影響を緩和し、住居と工場との共存を図るとともに、今後の土地利用の動向を見極めながら、適切な
土地利用の誘導を図ります。 

 
 

主な取組み 

●豊川市立地適正化計画に基づく居住及び都市機能の誘導、拠点周辺での人口集積の強化 

●地区計画制度による適正な土地利用の誘導 

●豊川市住宅マスタープランに基づく住宅供給の促進 

●豊川市中心市街地商業等活性化基本計画に基づく施策の展開 

●中心拠点や地域拠点への商業施設の誘導 

●企業立地支援施策による既存の工業地への企業誘致 

●低未利用土地の有効活用に向けた地権者意識の啓発や民間活力の誘導等（仕組みや制度に関する情報
提供や知識・理解を深める機会・場の提供等） 

●暫定用途地域の解消に向け、地域の理解・協力を得ながら、まちづくりのルールづくりや必要な基盤
整備について検討 
 
 
 
 
 

 

（１）-2 市街化調整区域の土地利用の方針 

①農地・集落地等 
無秩序な市街地の拡大を抑制し、優良な農業生産基盤、災害防止機能等の機能をもつ農地の維持・保

全を図るとともに、耕作放棄地解消の取り組みを進めます。 
市街化調整区域においてまとまりのある集落地では、現在の土地利用の維持を基本としつつ、狭あい

道路の解消等の生活環境の改善により、防災性や生活利便性の向上を図り、既存コミュニティの活性化
や周辺環境と調和した良好な居住環境の維持・保全を図ります。 
また、市街化調整区域においてまとまりある工場用地等については、現在の土地利用の維持を基本と

します。 
 

②森林 
無秩序な市街地の拡大を抑制し、自然環境の保全及び本市ならではの特色ある景観資源として保全を

図るとともに、自然とのふれあいや憩いの場としての活用を図ります。 
 

③専用住宅地 
まとまりのある良好な住宅地が形成されているサンヒル赤坂地区では、現況の低層戸建住宅等を主体

とした現在の土地利用を基本としつつ、現在の地区計画制度の維持により、ゆとりある良好な居住環境
の維持・増進を図ります 

 
④工業地 
地区計画が定められた内陸部の既存の工業団地においては、農地や集落地等の周辺環境との調和を図

りながら、現況土地利用を維持し、良好な操業環境の維持・増進を図ります。 
 
 

主な取組み 

●農地所有者による市民農園開設に対する支援 

●既存コミュニティの活性化や良好な居住環境の維持・保全に向けた地区計画制度の活用の検討、必要
な生活基盤の確保 

●（仮称）豊川市市街化調整区域内地区計画運用指針の策定の検討 
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図 土地利用方針図 
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（２）都市施設整備の方針 

（２）-1 道路 

本市における道路整備は徐々に進捗し、都市計画道路の整備率や市道の改良率は年々向上してきてい
ます。 
さらに、様々な自動車交通需要に対応し、円滑な人の移動や物流を確保することで、産業振興や交流

等の都市の活力を生み出し、安全で安心な暮らしを支えるため、主要幹線道路やその他の幹線道路、生
活道路等による体系的な道路ネットワークを形成するとともに、維持管理面での充実を図ります。 
 

①体系的道路ネットワーク 
●主要幹線道路 
・市域を超える広域的な交通需要に対応し、本市の産業振興や交流拡大等に資する主要幹線道路であ
る (都)名豊道路や(都)東三河環状線、(都)豊川新城線、(都)前芝豊川線等の未整備区間の整備を関
係機関へ働きかけます。 

・整備が完了している区間については、円滑な交通処理機能等の確保に向けて、計画的な維持管理を行
います。 

・産業立地や交流人口の拡大に向け、既存の高速道路の有効活用や地域生活の充実、地域経済の活性化
に資するスマートインターチェンジの設置の必要性を検討します。また、主要幹線道路において、観
光拡大や地域振興に寄与し防災拠点機能を有する道の駅の設置を検討します。 

●その他の幹線道路 
・主要幹線道路を補完し、都市の骨格を形成する都市幹線道路及び地区幹線道路については、(都)姫街
道線や(都)上宿樽井線をはじめ、自動車専用道路のインターチェンジ等へアクセスする路線や渋滞
解消に資する路線等を中心に関係機関へ働きかけ、整備を推進します。 

・(都)御津為当線や(都)城跡市役所線等の補助幹線道路の未整備区間や日常生活圏の骨格を形成する
主要地方道及び一般県道並びに臨海部の産業集積地における活発な産業活動を支える東三河臨海線
等の整備を関係機関へ働きかけます。 

●生活道路 
・通学路や交通量の多い路線をはじめ、防災性及び交通安全性の向上に向けて必要な路線を中心に歩
道の設置や拡幅整備を進めます。 

・面的整備が行われていない既成市街地で多くみられる幅員４ｍ未満の狭あい道路の改善を図ります。 
・幅員４ｍ未満の狭あい道路においては、地権者へ協力を働きかけます。 
・生活道路の安全確保が求められる住宅地等では、一方通行等の交通規制やハンプ等の設置をはじめ、
通過交通の進入抑制や速度低下を図るための対策を関係機関と調整し検討します。  

 

②都市計画道路の見直し 
・豊川市都市計画道路網見直し指針において、見直し候補とした路線・区間については、廃止または変
更に向け必要な検討、調整を図るものとします。 

・社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じ再見直しを実施します。 
 

 

 
③道路環境 
・整備された道路や付帯施設、橋梁等について、長寿命化計画に基づく点検・補修をはじめ、計画的か
つ適切な維持管理を行います。 

・駅周辺をはじめ、日常的に多くの市民が利用する生活関連施設の周辺を中心に、高齢者、障害者等を
含むあらゆる人が、安全かつ安心して活動できるよう、歩道空間のバリアフリー化を進めます。 

・中心市街地を通過する主要幹線道路等は、市民生活にうるおいをもたらすと同時に都市景観の一要
素としても重要な役割を担うことから、道路の緑化や無電柱化等の道路環境の向上を図ります。 

 
④歩行者ネットワークの形成及び自転車利用の促進 
・各拠点へのアクセス利便性を高め、歩いて暮らしやすい生活圏を形成するとともに、市民の健康づく
りに資するように、幹線道路の歩道や河川沿いの歩行者空間等を活用して、誰もが安全で安心して移
動できる歩行者ネットワークの形成を図ります。 

・自転車の通行位置を示した道路等の整備の検討を進めるとともに、自転車の安全な利用の促進に向
けた取組みを進めます。 

 

 
主な取組み 

●都市計画道路の整備推進及び関係団体への整備要望 

●防災安全性や交通安全、生活環境の向上に向けた生活道路の整備改善  

●都市計画道路網の見直し（廃止または変更）の検討 

●道路や付帯施設、橋梁等の計画的かつ適切な維持管理 

●自転車専用通行帯の整備の検討 
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（２）-2 公共交通 

本市では、民間の鉄道路線やバス路線に加え、豊川市コミュニティバスを運行しており、各種の公共
交通が市民の移動を支えています。 
そこで、中心拠点や地域拠点等の各拠点間の連携を強化し、自動車に過度に頼らず歩いて暮らしやす

い生活圏の形成を図るため、利用者や地域のニーズに応えながら、各路線の役割分担の明確化と適切な
サービスの提供等により、利便性の高い市域全体を見渡した総合的かつ持続可能な公共交通ネットワー
クの形成を図ります。 
 

①鉄道・バス 
・広域公共交通軸として位置づけた鉄道（JR 東海道本線・飯田線、名鉄名古屋本線・豊川線）及び路
線バス（豊鉄バス新豊線・豊川線）については、利便性やサービス水準の維持・確保を鉄道・バス事
業者に対して働きかけます。 

・拠点相互や交通結節点、市民病院をはじめとする主要施設を結ぶほか、広域公共交通軸への接続を担
うバス路線（基幹公共交通軸）については、行政や交通事業者が主体となって利便性やサービス水準
の維持・確保を図ります。 

・小中学校区のエリア程度の地域内を運行し、広域路線や基幹路線への接続を担う路線については、地
域住民の主体的な取組みにより、地域の需要に適した交通システムを選定し、運行を実施します。こ
うした路線に対し、地域で支える仕組みづくりや取組みを積極的に支援します。 

・スマートフォンを利用したコミュニティバスの経路検索や、運行状況の情報提供等による利便性の
向上を図るとともに、点在する地域資源へのアクセス性を高めます。 

②鉄道駅周辺 
・名鉄諏訪町駅では、鉄道利用者の利便性を高めるため、駅周辺の都市基盤施設の整備を検討します。 
・JR 愛知御津駅では、橋上駅化や自由通路、駅前広場の整備を進めるとともに、駅前広場に接続する
道路の整備を進めます。 

・その他の主要な鉄道駅では、バリアフリー化を検討します。また、パークアンドライドを推進し、鉄
道利用者の利便性を高め、鉄道の利用促進を図ります。 

・コミュニティバス基幹路線の交通結節点では、バス停での待合環境を整えるとともに、乗継利便性の
向上を図ります。 

・豊川駅東土地区画整理事業地内における自転車駐輪場については、施設計画の見直しを検討します。 
 

 
主な取組み 

●豊川市地域公共交通網形成計画に基づく各拠点への移動手段の確保・ネットワーク化の推進 

●公共交通結節機能の強化 

●バリアフリー化の推進 
 

 

 

（２）-3 公園・緑地 

本市の市街地は、都市公園の樹木や佐奈川、音羽川に沿って植えられた桜並木といった豊かな緑を有
しています。 
本市の個性や魅力の向上、質の高い市民生活を確保するため、身近に緑を感じることができ、地域の

交流・憩いの場や災害時の避難場所となる公園・緑地を居住の誘導を図る区域を中心に配置するととも
に、公園・緑地が有する機能や役割を踏まえ、魅力の維持・向上を図ります。 
なお、こうした豊かな緑を将来に残していくため、市民・行政の協働による緑の保全や育成活動に対

して、町内会、ボランティア・市民活動団体等の参画を促進するための仕組みづくりを進めます。 
 

①大規模公園・都市基幹公園 
●広域公園 
・東三河ふるさと公園は、広域住民のニーズに対応するとともに、自然とのふれあいの場であることか
ら、引き続き整備を愛知県へ働きかけます。 

●総合公園 
・赤塚山公園は、開園後 25 年以上が経過し、利用者のライフスタイルの変化や公園施設の老朽化が進
んでいることから、官民連携の事業手法を取り入れた再整備や民間活力導入による飲食・物販等の機
能の追加を始めとする利用者のニーズにも対応した施設整備を行い、機能の充実を図ります。 

●運動公園 
・中心拠点に位置する豊川公園では、スポーツとにぎわい創出に資する再整備を行い、一層の機能の充
実を図ります。 

・スポーツ公園では、利用者のニーズに合わせた整備を進めることで、健康づくりやスポーツ・レクレ
ーションの場としての利用促進を図ります。 

 
②住区基幹公園 
●街区公園・近隣公園・地区公園等 
・土地区画整理事業や宅地開発にあわせ、必要に応じ新たな公園の整備を進めます。 
 
③都市緑地 
・緑町緑地をはじめ、市街地内に設けられた都市緑地については、自然環境の保全や市街地の景観の向
上を図るため、計画的かつ適切な維持管理を行います。 

 
④その他の緑地 
・豊川稲荷、砥鹿神社、御油のマツ並木等の歴史性を有する樹林については、保全と有効活用に向けた
啓発を図ります。 

・海浜を親しむことができる臨海緑地の維持管理を行います。 
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⑤水と緑のネットワーク 
・市街地を貫流し、本市を代表する豊川、佐奈川及び音羽川については、水辺の親水空間を維持・拡充
するよう関係機関へ働きかけます。 

・佐奈川・帯川については、豊川公園周辺の桜並木や(都)姫街道線等の保全を関係機関へ働きかけると
ともに、赤塚山公園に至る水と緑のネットワークを形成します。 

 
⑥既存公園の利活用 
・豊川海軍工廠平和公園については、平和交流館での戦争遺跡の解説展示やボランティアによる工廠
の語り継ぎ活動を継続し、一層の利用促進を図ります。 

・既存の都市公園については、長寿命化計画に基づく計画的な点検・老朽化した公園施設の改修等によ
り、快適な環境と利用者の安全性の確保を図ります。また、トイレや園路等のバリアフリー化により、
高齢者、障害者等を含むあらゆる人の利便性の向上を図ります。 

 
 

主な取組み 

●豊川市緑の基本計画に基づく公園・緑地の適正配置、整備や保全の推進 

●公園の魅力向上に向けた機能充実・リニューアルの推進 

●公園施設の計画的かつ適切な維持管理 

●街路樹や桜の保全・維持によるネットワーク軸の形成 

●将来の管理や運営を見据えたワークショップによる公園・緑地の整備 

●公園や広場等の地元管理やアダプトプログラムの推進 
 

 

 

（２）-4 河川・下水道・水道 

本市では、豊川、佐奈川、音羽川をはじめ大小様々な河川が流れ、三河湾に注いでいます。こうした
河川に沿った地域は、スポーツ・レクリエーション、散策等に供され、親水空間として多様な機能を発
揮しています。そこで、河川周辺地域の住民をはじめとする市民の安全性を高め、うるおいのある快適
な市民生活を確保するため、河川整備を関係機関へ働きかけます。 
市民の健康で快適な生活の確保、河川や三河湾の水質の向上、大雨による浸水被害の防止を図るため、

下水道整備を進めます。 
また、安全でおいしく飲める水を市民に提供するため、浄水処理や給水、水道管の布設・管理を行い

ます。 
 

① 河川 
・音羽川をはじめ県管理河川については、河川整備計画に基づく改修について関係機関へ働きかけ、協
力を行います。 

・市管理河川については、日常からの河川の巡視等により状況を把握し、草刈りや浚渫等適切な維持管
理を行います。 

 

②下水道 
・下水道（汚水管・雨水管等）については、健康で快適な生活を支える基幹的な基盤施設として、豊川
市下水道基本計画に基づき、地域の特性に応じた効率的な整備を進めるほか、都市計画下水道の整備
手法について検討します。 

・重要な幹線管渠等については、耐震化対策を進めることで、汚水雨水排水の流下機能を確保します。 
・雨水浸透施設の設置により、地下水の涵養、地盤沈下の防止、雨水流出量の抑制を図り、浸水被害の
低減を図ります。 

・下水道施設について適切な維持管理と計画的な改築・更新を進めるほか、ストックマネジメント計画
に基づく既存施設の予防的保全により、施設の延命化を図ります。 

 
③ 水道 
・水道施設は、計画的な整備、更新、統廃合を進め、効率化を図ります。 
・水道管の整備では、耐震性が高く、耐用年数の長い管を採用することで、水道水の安定供給を図りま
す。 

 

 
主な取組み 

●河川改修事業の推進への協力 

●豊川市下水道基本計画に基づく公共下水道の整備推進 

●河川及び下水道・水道施設の計画的かつ適切な維持管理 
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（２）-5 その他都市施設 

その他の都市施設としては、廃棄物処理施設のほか、多くの市民が利用する庁舎や学校をはじめとす
る公共施設があります。 
廃棄物処理施設については、本市における衛生的かつ快適な生活を営むために必要な機能として、適

正管理を進めます。また、庁舎や学校をはじめとする公共施設は、多くの市民が利用する施設であるこ
とから、市民の利用のしやすさや環境への配慮、本市の財政状況等様々な観点から、適正な配置と維持
管理を図ります。 
 

①廃棄物処理施設 
・豊川市清掃工場や最終処分場等の一般廃棄物処理施設については、立地場所周辺の環境保全に努め
るとともに、ごみ処理量の削減による廃棄物処理施設の運転負荷の軽減、既存施設の延命化を図りま
す。 

・ごみ排出量の増大への対応や高度な環境保全対策の必要性等、適正なごみ処理を推進するため、ごみ
処理の広域化に向けた処理体制等について検討します。 

 

②公共施設（庁舎、学校等） 
・公共施設の統廃合や新設にあたっては、機能面からの多機能化・複合化を視野に効率的な立地を検討
し、高齢者、障害者等あらゆる人が利用しやすい施設整備を図ります。 

・公共施設の多機能化・複合化を図ることにより、地域コミュニティの維持、管理コストの縮減を進め
ます。 

 

 
主な取組み 

●廃棄物処理施設周辺の環境保全 

●豊川市一般廃棄物処理基本計画に基づく効率的なごみの減量化とリサイクルの推進 

●豊川市公共施設適正配置計画に基づく公共施設の効率的な運営 

●その他都市施設の計画的かつ適切な維持管理 

 

（３）市街地整備の方針 

本市の市街化区域では、土地区画整理事業が約 36%にあたる約 1,245haで施行済及び施行中となっ
ています。これにより、本市の多くの住宅地は、生活道路や公園等を備えた良好な市街地環境を有して
います。一方、都市基盤施設が未整備な地区や地震発生時の危険性が懸念される密集市街地、まとまっ
た低未利用土地も市街地内に残されています。 
今後は世代間バランスのとれた定住促進に向け、安全で快適な居住空間を確保するため、土地区画整

理事業や既成市街地における都市基盤整備を進めます。 
また、居住や都市機能がコンパクトにまとまり、質の高い居住環境を有する市街地を形成するため、

市街地内に残る基盤未整備地区や密集市街地の改善・解消を図るとともに、低未利用土地や増加する空
き家の有効活用を図ります。 
中心拠点として位置づけた中心市街地においては、集客や雇用を生み出す新たなにぎわいづくり（中

心市街地の活性化）を図るため、基盤施設の改善や都市機能の充実等を図ります。 
 

①土地区画整理事業の推進 
・現在施行中の豊川西部土地区画整理事業及び豊川駅東土地区画整理事業（ともに市施行）について
は、引き続き事業を推進します。 

・豊川宿伊奈土地区画整理事業（組合施行）については、早期の完了に向けた事業支援を行います。 
 

②基盤未整備地区や密集市街地の改善・解消、低未利用土地や空き家の有効活用 
・都市基盤施設が未整備の既成市街地では、地域住民との協働による狭あい道路や行止り道路の改善、
公園・広場や排水施設の整備等の個別整備により、地域の特性にあった良好な市街地の形成を図りま
す。 

・避難路や避難場所となる基盤施設が不足する中で老朽木造建物等が密集し、地震発生時の危険性が
懸念される市街地では、地域住民と協働して、建物の機能更新やそれにあわせた基盤施設の整備を進
め、安全で安心して暮らせる市街地の形成を図ります。 

・計画的な市街地整備に備え、建蔽率を 30％、容積率を 50％に定めた第一種低層住居専用地域をはじ
め、市街地内でまとまった低未利用土地の残る地区では、土地区画整理事業や民間開発の適切な誘導
等により都市基盤施設の整備を進め、低未利用土地の宅地化を図ります。 

・市内に点在する空き家等については、豊川市空家等対策計画に基づき、空き家等の適正管理や流通促
進・有効活用、老朽空き家等の除却等に向けた取組みを進めます。 

 
③中心市街地（中心拠点）の活性化 
・本市を代表する観光資源（豊川稲荷）を活かし商業を活性化させること等により、中心市街地にふさ
わしい都市機能の誘導または維持を図ります。 

・駅周辺の環境整備や道路整備、休憩所の活用及び無電柱化等、おもてなし空間の整備といった基盤施
設の改善を図り、市内外からの集客増に向け、魅力ある中心市街地の形成に向けた施策を展開しま
す。 

・中心市街地の来訪者に公共交通機関の利用を促進するとともに、イベント等の開催により、にぎわい
の創出を図ります。 
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④新たな産業集積エリア 
地権者の合意形成や関係法令への適合等を含め、今後、土地利活用の熟度が高まった区域において、

市街化区域への編入を基本としつつ、事業熟度等からやむを得ない場合は、市街化調整区域内地区計画
の活用等により、周辺の農地や居住環境との調和、防災面等に十分配慮しながら、新たな産業用地の形
成を検討します。 
 
 
主な取組み 

●豊川西部土地区画整理事業及び豊川駅東土地区画整理事業の推進並びに豊川宿伊奈土地区画整理事業
の事業支援 

●地域住民との協働による都市基盤施設の整備・改善 

●低未利用土地の宅地化、空き家の有効活用の促進 

●豊川市中心市街地商業等活性化基本計画に基づく施策の展開 
 
図 市街地整備方針図 
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（４）自然環境の保全及び景観形成の方針 

本市の北部には本宮山等の山々が連なり、南部には豊川や三河湾が広がり、また、本市は旧東海道、
姫街道等街道筋のまち及び、豊川稲荷の門前町として古くから栄えてきた歴史を持ち、歴史・文化的な
資源が各所に残る等、優れた自然環境、歴史・文化的環境や景観を有しています。 
これらの景観資源を活かし、本市の個性や魅力の向上、質の高い市民生活を確保するとともに、地球

環境への負荷の低減を促進し、山・川・海の美しい自然環境を保全・活用するとともに、良好な都市環
境の形成を図ります。 
また、本市が有する多くの歴史・文化的な景観資源の保全・活用を図るとともに、本市の優れた自然

景観の保全・形成を図ります。 
 

①森林の保全・育成 
・本市の北部地域を中心に広がる森林については、森林の持つ機能の保全・育成と、計画的かつ適切な
林道の維持管理や治山対策等の基盤整備を関係機関へ働きかけます。 

・生活に身近な自然である里山については、適切な維持管理による保全を図るほか、自然とふれあう場
の創出に資する里山・里地の保全・形成を目指します。 

 

②河川・臨海部の環境の保全と形成 
・本市を代表する河川である豊川及び豊川放水路については、良好な河川環境の形成と河川及び周辺
における景観の保全・形成を図るほか、河川敷の親水空間としての活用を図ります。 

・市街地を貫流する佐奈川・帯川及び音羽川については、桜並木をはじめとする景観の保全・形成を図
り、一層の親水空間としての機能充実を図ります。 

・三河湾臨海部については、緑地空間を中心に良好な環境の保全・形成を図ります。 
 

③うるおいをもたらす都市空間の形成 
・市街地において、ヒートアイランド現象等への対策としても有効な都市緑化を推進し、緑が身近に感
じられるうるおいのある都市空間の形成を図ります。 

・中心市街地をはじめとした商業地においては、(都)姫街道線、(都)豊橋豊川線、(都)中通線等の主要
な幹線道路沿道を中心に、街路樹の整備・保全等を関係機関へ働きかけます。 

 

④歴史・文化的な資源の保全と活用 
・市内各所に残る、地域固有の歴史的景観や伝統文化の保全・継承を進めます。特に、本市が誇る歴史
的景観である御油のマツ並木や豊川稲荷の門前町では、歴史性や風格を感じられる良好な景観形成
を図ります。 

・三河国分寺跡及び三河国分尼寺跡史跡公園の適切な保全及び活用のための整備、これら歴史・文化的
資源の連携強化や周知・ＰＲ等を進めます。 

 

⑤緑と暮らしが調和した田園風景の保全と形成 
・本市の優良な農地の適切な保全により、農業基盤の確保とともに、都市生活に不可欠な緑のある暮ら
しが調和した田園風景の保全・形成を図ります。 

 

⑥環境負荷の低減 
・再生可能エネルギーの導入や活用、建築物の低炭素化等により、温室効果ガスを削減することで地球
温暖化対策を推進します。 

・利便性の高い公共交通網の維持・確保やパークアンドライドの推進等により、温室効果ガスの排出抑
制等に努め、環境負荷の低減を図ります。 

・新たな施設整備にあたっては、地球環境への負荷の低減に配慮し、再生可能エネルギーの導入や外
壁・屋上等への緑化の促進を検討します。 

 

 
主な取組み 

●森林法で定める保安林や地域森林計画対象民有林の指定継続 

●豊川水系河川整備計画や三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画に基づく緑の保全への働きかけ 

●緑のカーテン事業等の緑化施策の拡大・推進、民有地緑化に対する補助制度の導入検討 

●歴史・文化的資源の活用や保全に向けた取組みの推進 

●特別緑地保全地区や保存樹（林）の指定等の検討 

●景観計画の策定の検討 
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（５）都市防災等の方針 

本市で想定される災害としては、台風や大雨による風水害、地震等の自然災害、大規模火災等があり
ます。また、近年、本市では犯罪発生件数は減少傾向にある一方、交通事故発生件数は増加する傾向に
あります。 
そこで、大規模災害等に備え、市民の安全で安心な暮らしを確保するため、風水害や地震に備えた安

全なまちづくりを進めるとともに、引き続き犯罪や交通事故を未然に防止することにより、市民が安心
して生活できる地域づくりを進めます。 
 

①風水害対策 
・局所的な豪雨や台風等大雨による浸水被害防止対策として、市街化区域内の過去の被害状況に基づ
き、計画的かつ重点的な雨水排水施設の整備を進めます。 

・風水害等の自然災害による土砂災害に備え、災害の恐れがある箇所の周知を図るとともに、土地利用
の適正な規制と誘導を図ります。 

・臨海部においては、津波・高潮対策のための臨海緑地の高台整備や海岸堤防等の改修を関係機関へ働
きかけます。 

 

②地震対策 
・幅員４ｍ未満の狭あい道路について、避難路の確保、緊急車両の通行の確保や消火活動の円滑化を図
るため、拡幅整備を進めます。 

・老朽木造住宅の割合が高い地域については、豊川市建築物耐震改修促進計画に基づき、重点的に建物
の耐震診断及び耐震化を促進するとともに、市内全域を対象に空き家の実態把握や老朽空き家等の
倒壊により生じる危険性を回避するための対応策を検討します。 

・緊急輸送道路については、災害時における緊急車両や避難車両等の円滑な走行を確保するため、無電
柱化を検討します。 

・耐震性防火水槽を計画的に設置することにより、消防水利の充足、消防力の強化を図ります。 
 

③復興まちづくりの事前準備 
・震災等による被災後、早期に計画的なまちの復興を進めていくため、地域のまちづくりの将来像を地
域住民と事前に共有しておくための事前復興まちづくり計画を見据えた事前準備に取り組みます。 

 

④ 避難ネットワークの構築 
・日常的に利用される公園・緑地及びコミュニティ施設等については、災害時において避難地、救援物
資集配所、復旧作業拠点等となることから適正な配置を図り、災害発生時に必要となる備蓄品を確保
します。 

・道路及び歩行空間については、災害時において緊急輸送路、避難路、大規模火災時の延焼防止等の役
割をもつことから、体系的整備を図ります。また、地震災害時に倒壊の危険性のあるブロック塀等の
撤去・改修の推進を図ります。 

 

 

 

⑤災害発生時の拠点整備 
・災害発生時の拠点となる老朽化した消防庁舎の建て替えを進めます。 

 

⑥啓発活動 
・災害情報等を確実に伝えるため、防災行政無線等の維持を進めます。 
・防災に関する啓発活動として、ハザードマップを各戸配布し、避難行動等を周知します。 
・災害対応の拠点や市民の防災学習の場として、防災センターの利活用を図ります。 
・防災人材育成や自主防災会の活動を支援し、地域防止力の向上を図ります。 

 

⑦防犯・交通安全対策 
・地域の防犯力を高めるとともに、犯罪を未然に防止するため、防犯灯の設置や防犯活動団体の活動に
対する支援を行います。 

・道路等の施設整備や住宅地、交通量の多い横断歩道、道路の見通しの悪い屈曲部等においては、道路
照明灯の設置を進めます。 

・市内道路のカラー舗装化、通過交通の速度抑制対策等により、交通事故の減少を図ります。 
・歩行者が多い道路や交通安全対策が不十分な道路については、防護柵の設置を進めます。 
 
 

主な取組み 

●臨海部の津波・高潮対策の推進と土砂災害警戒区域等の指定の検討 

●「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく豊川の減災に係る取組方針（平成 28 年 9 月豊川水防
災サミット）による減災対策の推進 

●建物の耐震化及び避難場所や狭あい道路の改善による避難路の確保 

●地域が主体となった防災体制の構築に向けた取組みの推進 

●耐震性防火水槽を計画的に設置 

●計画的な防犯灯、道路照明灯の設置 

●交通事故の抑制に向けた交差点等の改良 

●計画的な防護柵の設置 
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