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　本地域は、古く「穂の国」とよばれ、母なる川・豊川を中

心に、緑深き山々から黄金色の田園地帯、広大な静水面をも

つ三河湾、黒潮踊る太平洋へと展開する変化にとんだ自然に

恵まれ、豊かで実り多き地域として栄えてきた。

　また、東海道メガロポリスの中心に位置し、東名高速道路、

東海道新幹線、三河港に加え、新たに第二東名高速道路、三

遠南信自動車道、名豊道路等の整備と伊勢湾口道路等の計画

がされており、広域的な交通基盤を有することなどから、今

後の飛躍的な発展が期待される地域である。

　しかしながら、地域内では、進行する少子高齢化や過疎化

を背景とした都市部と山間部の格差問題や水資源開発等を背

景とした豊川上下流問題、三河湾や山間部の環境保全問題な

どの広域的課題も多く、本計画策定後、地域が一体となって

これらの課題解決に積極的に取り組んできた。

　今後も継続して、これらの課題解決への積極的な取り組み

を進めるとともに、適度な都市機能と豊かな自然環境を活か

した自主的な地域づくりを行い、本地域でしか味わうことの

できない豊かさやゆとりを実感できる新しい生活空間を地域

が一体となって創造していくことが重要である。

　今回、こうした背景のなかで、計画期間の終了にあわせ、

次の概ね10年間を計画期間とする見直しを行い、東三河11市

町村が一体となり、「職・住・遊・学」の機能が総合的に備わっ

た魅力ある生活空間を創造し、21世紀における新しいライフ

スタイルをリードしていけるような「生活の都」づくりの実

現を目指すものである。

　なお、本計画は必要に応じて見直すこととするが、計画期

間終了後においては、その時点の社会経済状況の変化に応じ

て、見直しの是非を検討することとする。

東三河
地方拠点都市地域の
整備の基本理念
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（1）拠点都市地域の名称

　　東三河地方拠点都市地域

（2）中心都市名及び構成

　　中心都市　：　豊橋市

　　構成市町村：　豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、

 東栄町、豊根村、音羽町、小坂井町、御津町

　　圏　　域　：　「豊橋田原広域市町村圏」、「宝飯地区広域市町村圏」、

 「新城北設楽広域市町村圏」の3圏域により構成

図１　位置図

愛知県 
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※構成市町村の変遷

Ｈ15.03.31　東三河地方拠点都市地域整備推進協議会から稲武町の退会

Ｈ15.08.20　田原町、赤羽根町の合併により「田原市」へ

Ｈ17.04.01　合併により稲武町は、新「豊田市」へ

Ｈ17.10.01　田原市、渥美町の合併により新「田原市」へ

 新城市、鳳来町、作手村の合併により新「新城市」へ

 設楽町、津具村の合併により新「設楽町」へ

Ｈ17.11.27　豊根村、富山村の合併により新「豊根村」へ

Ｈ18.02.01　豊川市、一宮町の合併により新「豊川市」へ

Ｈ18.05.23　旧稲武町の東三河地方拠点都市地域から豊田加茂拠点都市地域への地域指定変更

新城北設楽広域市町村圏 

豊橋田原広域市町村圏 

東三河地方拠点都市地域 
東三河地方生活圏 
東三河地域モデル定住圏 
 

宝飯地区広域市町村圏 

設楽町 

東栄町 

新城市 

豊川市 

豊橋市 

田原市 

小坂井町 

音羽町 

御
津
町

御
津
町 

御
津
町 

蒲郡市 

豊根村 

図２　圏域図
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（1） 自然

　本地域の北部は、設楽山地・三河山地などの山間地域で、豊川、天竜川、矢作川の上流地域

として森林資源の宝庫となっている。また、豊川下流域には平坦な豊橋平野が広がり、その先

に弓張山系の延長である渥美半島が横たわっている。

　気候は、南部の温暖寡雨型気候から北部の山間部に向かって、次第に準高冷地性多雨型気候

となっているものの、圏域全体としては概ね温暖な地域である。

（2） 人ロ

　平成12年国勢調査による本地域の人口は、756,104人であり、県全体の約10.7％を占めている。

人口の推移は、平成2年から平成12年までの10年間で4.1％の増加となり、昭和55年から平成2

年の7.0％増に比べ、やや増加傾向にかげりがある。地域的にみると、平野部の市町において

はほぼ増加傾向を示しているが、新城市以北の山間部の市町村においては全市町村で減少傾向

を示している。

市町村名 人口（人）
（平成12年）

人口増減率（％）
（平成2年～平成12年）

面積（k㎡）
（平成17年）

豊 橋 市 364,856 8.0 261.35

豊 川 市 133,582 5.5 102.05

蒲 郡 市 82,108 △3.2 56.81

新 城 市 53,603 △1.8 499.00

田 原 市 65,534 0.9 188.58

設 楽 町 6,959 △15.4 273.96

東 栄 町 4,717 △13.3 123.40

豊 根 村 1,629 △10.1 155.91

音 羽 町 7,922 △1.2 29.65

小 坂 井 町 21,664 3.8 9.92

御 津 町 13,530 1.8 18.73

11市町村計 756,104 4.1 1,719.36

（資料）人口は、平成12年国勢調査

　　　　面積は、平成17年全国都道府県市区町村別面積調

　　　　注）合併をした市町村については、合併前の旧市町村の数値を合算したもの

表1　市町村別の人口と面積
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（3） 土地利用　

　本地域の面積は、約1,719k㎡であり、県土の33.32％を占めている。主な土地利用の状況は、

宅地135k㎡（7.9％）、農用地229k㎡（13.3％）、森林原野1,097k㎡（63.8％）となっており、本

計画策定時（平成6年2月）と比較してみると、宅地利用率が若干伸びているが、依然、森林の

占める割合が高いことが本地域の特徴となっている。

（4） 産業

　古来から水陸交通の要衝であった本地域は、名古屋市から比較的独立した産業発展を遂げて

きており、生産性の高い農業や輸送関連産業、食料品産業など様々な産業活動が展開されている。

　本地域の就業者数は、411,262人（平成12年国勢調査）となっており、産業別の構成割合は、

第一次産業が約10.1％、第二次産業が約38.2％、第三次産業が約51.1％（県平均：第一次　3.0％、

第二次36.9％、第三次59.5％）となっており、平成2年国勢調査の就業者数と比較すると第一次、

第二次産業が減少し、第三次産業が増加している状況にある。県全体と比較すると第一次産業

のウェイトが高く、第二次産業及び第三次産業は低くなっているが、比較的農工商のバランス

がとれた産業構造である。

　農業は、豊橋田原地区を中心に全国有数の農業産出額を誇り、約1,674億円、県全体の51％

を占めている（平成16年農林水産統計年報）。一方、林業においては、本地域の山間部の森林

面積が愛知県内の4割強を占めているが、採算性の悪化や高齢化の進展等に伴ない林業従事者

が減少している状況にある。同様に、漁業においても三河湾の港湾整備事業の実施などにより

漁業人口が減っている状況にある。

　工業は、製造品出荷額等が、約4兆6,428億円で県全体の約12.6％を占めている（平成16年工

業統計調査）。

　商業は、卸売業年間販売額が約１兆909億円で県全体の3.3％、小売業年間販売額が約7,936億

円で県全体の約10.0％となっている（平成16年商業統計調査）。

　サービス業については、事業所数が6,017事業所で、県全体の10.1％となっている（平成16年

事業所・企業統計調査）。

（5） 都市機能

　中心都市である豊橋市に広域的で多様な都市機能が集積し、それをとりまく形で豊川市、蒲

郡市、新城市、田原市に個性的な副次都市機能が集積している。

　主な官公庁や公益施設については、地域全体に関する施設は豊橋市に、山間部に関する施設

は新城市を中心に設置されている。教育・文化面では、高等教育機関として、大学が5校、短

期大学が4校あり、教養・文化施設として各市町村の特色を活かした図書館、博物館、ホール、

各種会館等が数多く設置されている。
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　また、豊橋医療センター、豊橋市民病院など地域の基幹病院をはじめ、福祉、保健、医療施

設等の整備が進んでいる。

（6）交通体系

　本地域には、東西軸として東名高速道路、国道１号及び23号が走り、南北軸の国道151号及

び257号、半島部の国道42号及び259号などとあわせ、広域的な幹線道路網が形成されており、

東名高速道路には、「豊川」、「音羽蒲郡」のインターチェンジで接続している。さらに高規格

道路として第二東名高速道路、三遠南信自動車道、第二東名引佐連絡路（三ケ日から引佐まで）

の整備が進められている。また、地域高規格道路として名豊道路の整備が進められているほか、

名浜道路、伊勢湾口道路も計画されている。

　広域交通を担う鉄道については、東西にJR東海道新幹線、JR東海道本線及び名古屋鉄道が、

南北にはJR飯田線、豊橋鉄道が豊橋駅で結節され、鉄道網を形成している。

　また、海上交通機能については、総合物流港湾を目指す重要港湾三河港を擁するとともに、

伊良湖港を中心としたフェリー、高速船などの海上交通ネットワークも整備されている。

（7）水とエネルギー

　本地域では、都市化の進展や営農形態の変化等により水需要が年々高まる中、幾度も渇水を

経験してきた。また、近年では気候変動により渇水や洪水による被害に悩まされることもあり、

洪水等による災害の発生の防止や水の安定的供給などが課題となっている。このような中、大

島ダムや寒狭川頭首工などの豊川総合用水事業が平成13年度に完了し、現在水路施設の改築等

を実施する豊川用水二期事業が進められている。また、新河川法に基づき策定された豊川水系

河川整備計画及び水資源開発促進法に基づく豊川水系水資源開発基本計画において、治水・利

水・河川環境の保全を目的とした多目的ダムである設楽ダムが位置付けられ、現在その建設促

進を図っている。さらに、水源地域活性化への対応として財団法人豊川水源基金等を活用し、

昭和53年度から水源林対策事業を行っているほか、平成17年度からは、本地域市町村からの水

道水１�１円相当の負担金により、高齢級間伐事業、間伐材搬出事業、人材育成事業、ＮＰＯ

等への支援事業等による水源林保全の取り組みとして｢水源林保全流域協働事業｣を行うなど、

上下流一体での取り組みを行なっている。

　一方、太陽光発電や風力発電を中心とした新エネルギーの導入も進められている。

第１章
地方拠点都市地域の概要
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（1） 環伊勢湾地域

　名古屋市を中心に伊勢湾を取り囲む環状都市帯は、国土の中央に位置し、豊かな自然や陸・

海・空の交通の要衝地としての利点を活かし、国際的な交流拠点、新たな産業技術の創造拠点

を形成するとともに、快適で豊かな生活・文化空間を整備するなど、今後の日本の核となる重

要な圏域として期待されている。

　本地域は、この環伊勢湾地域の東端に位置し、三遠南信地域を介して関東圏（東西軸）や中

部山岳・日本海圏（南北軸）との結節点として、また、伊勢湾を介して伊勢地方・関西圏等へ

の分岐点として重要な地域となっている。また、愛知県内では、名古屋市が県土の西寄りに位

置し、その周辺地域は名古屋市と一体的に発展しつつあることと対照的に、本地域は独自性の

強い圏域を形成しており、また空間的な余力などの面でも県内でも最も大きな発展可能性を秘

めた地域である。

　今後は、環伊勢湾地域の一員として、名古屋市を中心とする尾張地域や大きな産業集積を有

する西三河地域との連携を図ることが大切である。さらに、第二東名高速道路をはじめとする

高速交通体系や、中部国際空港や重要港湾三河港を中心とする国際流通機能にリンクした産業

業務機能や物流ターミナル機能の集積・振興を図るとともに、伊勢湾を取り巻く海や山などの

環境の保全と自然を活かした広域的な観光・レクリエーション機能のネットワーク化を進める

ための諸機能の充実を図ることが重要である。そうした取組みを通じて県土の東の拠点地域を

形成していくことは、県内の均衡ある発展と県東部の個性ある地域づくりを図るうえからも強

く求められている。

（2） 三遠南信地域

　本地域と静岡県遠州地域、長野県南信州地域は、古くから「塩の道」などを通して密接な関

係を保ってきた圏域である。

　現在、この三遠南信地域は、東海道という東西軸に交差し、太平洋側と日本海側を結ぶ中部

圏の南北軸を形成する圏域であるということや、山から海に至るそれぞれの地域特性を活かし

た新しい県境を越えた広域連携の形態を形成する先駆的な圏域として期待されている。

　このような状況の中で、市民の活動は既に界を越えた活動となっているが、3地域の一層の

交流促進に資する三遠南信自動車道等の高速交通基盤整備が推進されており、今後もこれら交

通基盤整備をベースとした新たな産業形態、居住、レクリエーション、環境保全等の条件整備

を行い、3地域が一体となった圏域づくりを進めることが重要である。
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　このため、本地域においては、三河港を中心とした港湾流通機能の強化や循環型社会構築に

配慮した生産系・流通系等の臨港型産業の育成、臨海型リゾートの展開を図るとともに、特に

直接に境を接する3地域の山間部における交通基盤の整備や恵まれた自然条件を活用した就業、

居住、観光、レクリエーション等の条件整備と交流ネットワーク化を図ることが重要である。

図３　広域関連図

第１章
地方拠点都市地域の概要





第　  章 

地方拠点都市地域の 
整備の基本方針 

2





15

【基本目標】

「21世紀のライフスタイルをリードする生活の都」

　自分のライフスタイルや生活環境を自らが選択し、自由に生きることができるような幅広い

機能を備えた「生活の都」づくりを、地域の基本目標とする。

　我が国が成熟した社会となった今、地方分権という大きな流れを活かし、独自の価値観に基

づき、人々が豊かさを実感できる地域づくりが必要とされている。

　国土の中央に位置する本地域は、都市機能と豊かな自然環境を活かした先導的な地域づくり

を自ら進めていくことが求められている。また、本地域は愛知県の東の拠点として、遠州地域

や南信州地域との交流拠点として位置づけられ、人口及び産業の集積状況、土地利用の状況、

公共施設等の整備状況等からみて、大きな可能性を有するとともに、重要な責任を担う地域で

ある。

　本地域の基本目標である「21世紀のライフスタイルをリードする生活の都」の基本方針は、

人々が、大都市とは異なった魅力と豊かさやゆとりにあふれた生活や時間を過ごすことができ

るような多様な機能を、拠点となる地区を中心に地域全体で整備することである。

　さらに、それらの機能が地域内に散在しているのではなく、日常的な生活圏の範囲内にネッ

トワーク化され、強固な連携を保つことができるような交通基盤や情報通信基盤の整備を図る

ことである。

　また、「生活の都」の幅をさらに広げるため、本地域と大都市や周辺地域の人々や企業とが、

必要に応じてそれぞれの都市・文化・産業機能を享受できるよう、高速交通体系とリンクした

広域的な交流基盤の拡充を図ることである。

　なお、本計画の計画期間は、平成18年度から概ね10年間とする。

（計画目標人口数値）

○地域内定住人口77万人以上を目指す。

　（H2国勢調査：726,637人、H12：756,104人）

※豊橋市は、第4次豊橋市総合計画「基本計画後期改訂版」基礎調査資料推計値、豊川市は、

第5次豊川市総合計画の目標値、東栄町は、第5次東栄町総合計画の目標値、新城市、田原市、

設楽町、豊根村は、新市町村建設計画の目標値を採用し、蒲郡市、音羽町、小坂井町、御津

町は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値を使用した。

※目標値は、計画期間終了時にあたるH27年で算定した。以下同様。

計画の基本目標 1

第２章
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　本地域の多様な特性を十分に活かし、魅力ある豊かな「生活の都」の実現を図るためには、

次の3つの整備課題に対し、前向きに取り組むことが必要である。

（1）「職・住・遊・学」の機能をさらに充実させた定住・交流環境の整備

　本地域内の居住環境については、住宅の1世帯当たり延べ面積が107.7㎡と、国平均（91.3㎡）

や県平均（93.5㎡）に比べて高く良好なものとなっている。また、大学・短大数は５校（平成

5年）から９校に増えており、大学進学希望者数に対する定員数は着実に増加している状況に

ある。しかし、本地域の人口1人当たりの分配所得は、全県を100とした場合に94.9と低いことや、

1k㎡当たりの娯楽施設集積状況についても0.19か所（県：0.73か所）と都市的な「遊び」の空

間が不足している状況にある。

　そこで今後は、これらの状況を踏まえ、地域内外の人々にとって魅力のある都市機能の充実、

高速交通体系など地域の特色を活かした産業の振興、高齢者や若者のニーズにあった居住環境

の質的向上などを重点に、現在本地域に備わっている「職・住・遊・学」といった諸機能を拠

点的な地区を中心にさらに充実させるとともに、地域内における機能分担や、機能別のネット

ワーク化をきめ細かく行い、質の高い総合的な定住・交流環境を整備することが課題となる。

（2）地域一体化の推進

　本地域は、都市・海・山にわたる広範囲な11市町村で構成される。このため、他地域にはな

い多様な特性を有する反面、それぞれが抱える課題や問題点も多岐にわたっている。しかしな

がら、様々な連携が広域で行われる中で、今後も本地域が真に自立した定住圏として発展して

いくためには、相互理解のもとでのハード・ソフト両面にわたる地域の一体化を進めることが

課題となる。

　そこで、地域全体を一つの日常的な生活圏として移動が可能となるような共通基盤が必要と

なるため、中心都市である豊橋市から各市町村の中心部まで1時間以内で到達できる範囲を広

げるよう、地域内幹線道路網の整備を進めることが重要である。

　さらに、「東三河」に対する一体感や愛着を身近に感じることができるような環境づくりの

ため、東三河地域交流活動推進計画策定調査報告書（平成7年3月）に基き、貴重な地域資源で

ある文化・芸術、人材、観光・レクリエーションなどを活用したソフト事業を進めてきたが、

引き続き効果的な取り組みを進めることが必要である。

「生活の都」を実現するための整備課題 2
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（3）　山間部の活性化

　本地域の山間部は、全市町村が過疎地域であり、平成2年から平成12年までに人口は4.5％減

少し、さらに、高齢化率は26.1％（平成12年）と地域全体の16.8％、県全体の14.5％を大きく

上回っている。

　しかしながら、本地域が目指す「生活の都」の中で都会にない豊かさや安らぎを確保するた

めには、山間部の自然や風土、そこに住む人々の生活文化等はかけがえのない貴重な財産であ

るとともに、「生活の都」における水源のかん養の観点からも、地域一体となって山間部の維持・

活性化を図ることが大切な課題である。

　このためには、まず山間部に住むことが一つの選択肢として成り立つような条件整備を進め

ることが重要である。そこで、地域内幹線道路網の整備による山間部を取り込んだ日常的な生

活圏の確立を基盤として、居住環境の整備、都市部と山間部の中間地域などにおける就業機会

の創出、医療・福祉などの公共サービスの充実などを進め、定住人口や週末人口などを確保す

ることが必要である。

　さらに、観光・レクリエーション施設の整備・充実や伝統芸能・文化などのネットワーク化

を進め、地域内外からの交流人口の拡大を図ることも重要である。

第２章
地方拠点都市地域の
整備の基本方針
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（1）「生活の都」を実現するための総合的な機能の充実

①多様なニーズに対応した高次都市機能の充実

　地域住民の多様化した都市的ニーズへの対応や地域外から訪れる人々にとって魅力ある都市

機能や利便性を提供するため、商業・文化・娯楽などの各種アミューズメント機能や情報交流

機能、交通結節機能の充実を図るとともに、高度化する産業経済活動に対応した産業中枢業務

機能やそれらを支援する業務機能などの充実を図る。

　このため、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の鉄道駅周辺地区において、それぞれの個性を

活かした「賑わい」にあふれた総合的な高次都市機能の集積を図る。

　さらに、これらの機能の地域内外での連携強化を図るため、都市間の道路・鉄道の連絡強化

や情報通信基盤の整備を図る。

　また、地域の多様な活動を支える人材を育成・確保するため、大学など高等教育機関との連

携を図る。

【目標数値】

●昼間人口75万人以上を目指す。

　（S60国勢調査：693,704人、H12：739,834人）

　※本地域の昼夜間人口比率は、S60から毎年概ね98％であることから、現状維持以上を目標とし、地域内定

住人口目標値から算定した。

②高速交通機能や港湾機能、研究開発機能等を活かした
　特色ある産業の振興

　本地域は、東名高速道路、JR東海道新幹線などの既存の交通基盤に加え、第二東名高速道路、

三遠南信自動車道、名豊道路の整備や名浜道路、伊勢湾口道路の計画等高速交通基盤整備が進

められており、これらを活かした　農林漁業、工業、流通等の産業振興に努める。

　山間部や半島部における農林漁業については、これらの高速交通体系を活用した広域的な市

場拡大を図るとともに、新城市の第二東名高速道路インターチェンジ周辺地区においては、高

速交通体系にリンクした流通機能や先端産業の集積を図るための基盤整備を推進する。

　また、地元企業の高付加価値化を進めるため、豊橋技術科学大学をはじめ本地域に集積する

研究開発機能と連携した取り組みを東三河産業業務拠点地区を活用して推進する。
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　さらに、三河港の国際物流機能、第二東名高速道路や三遠南信自動車道の各インターチェン

ジの高速流通機能を結んだ新しい産業流通形態に対する条件整備を進めることが必要である。

【目標数値】

●就業者数　41万人以上を目指す。

　（H12国勢調査：411,262人）

　国立社会保障・人口問題研究所の推計値によると本地域の生産年齢人口は、H12の508,730人からH27は、

467,781人に減少するとしており、現状維持以上を目標とした。

③観光・レクリエーション・文化・民俗芸能を活用した地域交
　流活動の推進

　本地域の山間部は、伝統的な文化・民俗芸能や観光資源の宝庫である。また、臨海部におい

ては、新たな海洋性リゾート・レクリエーション拠点の整備が進んでいる。

　そこで、このような地域資源を活かした地域交流活動を活発化することにより、地域に住む

人々が日常生活を楽しみ、「東三河」に対する愛着を抱く環境づくりを行うとともに、地域を

訪れる人々に対しても、楽しさと安らぎを与えることができるような地域づくりを進める。

　このため、地域内の観光・レクリエーション・文化拠点のネットワーク化を進め、山間エリ

ア、農村エリア、臨海エリア、都市エリアの多様な魅力をもった遊環境の形成を図る。

　さらに、これらの諸機能を有効的に活用した交流活動を展開するため、住民又は訪問者が自

ら参加し、体験することによって、地域の自然や歴史、文化などに触れることができるような

システムやメニューを構築することや、それを担う人材の育成などのソフト事業に対しても積

極的に取り組む。

【目標数値】

●観光客入込数　2,667万人以上を目指す。

　 （H14：26,669,515人）

　※H12～16の「愛知県観光レクリエーション利用者統計」の観光レクリエーション統計地域・市町村別集計

における最高値（H14）以上を目指す。

④豊かさとゆとりを実感できる居住環境の整備

　「生活の都」の基盤となる居住環境については、比較的良好な本地域の水準をさらに充実し、

高齢者や障害者にとっても安心で、若者やＵターン者等にとっても魅力があり、また様々な居

住形態のあり方を選択できるようハード・ソフト両面にわたる居住環境の整備を図る。

　このため、区画整理や農村集落整備などの面的整備や下水道、公園、道路などの生活環境整

備を進めるとともに、公的住宅の整備に努める。

　さらに、山間部においては、自然環境と調和した魅力ある居住環境を形成するため、生活道

第２章
地方拠点都市地域の
整備の基本方針
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路、上下水道、公園などの生活基盤整備にあわせ、医療・消防・災害等に対する広域的な体制

を充実することや、幹線道路、情報基盤などの整備による職機能との近接条件を高めることも

進める必要がある。

【目標数値】

●下水道普及率70％以上を目指す。

　（H22年：70％）

　※H16年度末の愛知県の下水道普及率62.5％に対し、東三河の普及率は61.3％とほぼ同程度のため、「あいち

下水道整備中長期計画（H11年3月）」の県内全体の下水道普及率の平成22年目標以上とした。

（2）「東三河1時間交通圏」の確立を中心とする交通体系の整備

　地域全体を一つの日常的な生活圏として「職・住・遊・学」の総合的な機能を連携させるた

め、次の広域幹線道路網、東三河縦貫軸を基軸とした地域幹線道路網を構成し、中心都市であ

る豊橋市を中心に本地域の山間部から渥美半島に至るまで、それぞれの地域までの東三河1時

間交通圏の確立を目指す。

①高規格幹線道路等

　東名高速道路、第二東名高速道路、名豊道路は、本地域と首都圏、名古屋圏、関西圏等を結

ぶ東西軸であり、三遠南信自動車道、第二東名引佐連絡路、伊勢湾口道路からなる南北軸は南

信州地域、遠州地域と本地域とを結び、さらに渥美半島を縦貫して伊勢志摩方面との緊密な連

携が可能となる軸である。これらの東西・南北軸は、広域的な圏域間の交流・連携が期待され

る軸となり、早期整備が期待されている。

　また、中部国際空港へのアクセス及び東西三河都市圏の連携を図る名浜道路や、伊勢湾口道

路の計画を推進するとともに、臨海地域から高速道路網への接続を図る豊橋三ケ日道路（仮称）

の実現に向けて検討を進める必要がある。

②東三河縦貫軸

　地域内のきめ細かなネットワーク形成を図るとともに、高規格幹線道路等を骨格とする広域

道路網へのアクセスを確保するため、東三河縦貫軸（通称：東三河縦貫道路）の整備を促進す

る。この軸は、本地域の山間部から渥美半島までを結ぶ主要な幹線としての機能を備えたＹ字

型の道路であり、国道151号、257号、259号、主要地方道豊橋渥美線（渥美半島縦貫道路）等

からなるもので、地域幹線道路網（東三河１時間交通圏）の基軸となるものである。
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③その他の地域幹線道路網

　本地域の山間部においては、北設井桁幹線軸の整備に努める。この軸は、東三河縦貫軸を補

完し地域のきめ細かなネットワークを形成するとともに、東三河縦貫軸と広域道路網とを結び

つける機能を持ち、国道420号、473号、主要地方道東栄稲武線、阿南東栄線等で構成するもの

である。

　また、市街地や臨海部においては、豊橋市及び周辺市町村を環状に連絡する主要地方道東三

河環状線をはじめとする道路や街路の整備を促進する。

図４　「東三河1時間交通圏」道路網図

第２章
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図５　東三河地方拠点都市地域の整備体系



地域別の整備方針 4
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　本地域の整備にあたっては、地域の多様性や特性を踏まえ、内陸平坦地域、臨海地域、中山

間地域の3つの地域に大別し、それぞれの特色を活かした整備を進めるとともに、「東三河1時

間交通圏」の確立を基本とした密接な連携によって地域の一体性を高め、都市と海と山の魅力

を地域全体の人々が相互に享受できる地域づくりを目指す。

内陸平坦地域

【豊橋市・豊川市・音羽町・小坂井町・御津町】

　「東三河」の中では、都市集積や産業集積の最も高い地域であり、今後とも、都市的機能を

中心とした多様な機能の充実を図り、地域の牽引的な役割を果たしていく地域である。

　このため、地域全体の中心都市である豊橋市や内陸平坦地域の副次的中心となっている豊川

市では、中心市街地における安全・安心のまちづくりのための整備を進め、高次都市機能の集

積や住宅環境の向上を図る。

　さらに、周辺部における農業と調和した適切な土地利用による快適な生活空間整備や就業の

場の確保に努めるとともに、歴史・文化や自然を活かしたスポーツ・レクリエーション機能の

整備を図る。

　また、これらの機能間の連携を図るための環状道路を中心とした道路網の整備を一層進める

必要がある。

臨海地域

【豊橋市・蒲郡市・田原市・御津町】

　蒲郡市から渥美半島にかけての臨海地域は、重要港湾三河港を擁し、国内外の主要自動車関

連企業が集積し、2003年5月には｢国際自動車特区｣、2004年6月には「国際自動車産業交流都市

計画（地域再生）」の認定を受けるなど、国際的な物流拠点として整備を進めている地域である。

　さらに、農業・漁業の振興・海洋性の観光・レクリエーション機能の充実を図るとともに、

地域環境問題に対する取り組みなどを進め、快適な居住環境整備や就業の場の確保に努める。

　また、これらの機能間の連携や内陸平坦地域との連携を図るため、臨海部の道路網や半島内

幹線道路網の整備を進める必要がある。

第２章
地方拠点都市地域の
整備の基本方針
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中山間地域

【新城市・設楽町・東栄町・豊根村】

　過疎化や高齢化の進行している地域であるが、自然や伝統芸能などの宝庫として今後とも大

切に守りぬいていかなければならない地域であると同時に内陸平坦地域や臨海地域の重要な水

源地域であり、上下流一体となった森林保全、環境保全、地域振興が必要な地域である。

　このため、まず、安全で快適に暮らすことができるような居住環境の整備や豊かで特色のあ

る歴史・文化・観光資源の活用、ネットワーク化を進めるとともに、内陸平坦地域や臨海地域

と結ぶ幹線道路網の整備を図り、観光・レクリエーションエリアの拡大や通勤・通学圏の拡大

による定住人口の確保と交流人口の増加に努める。

　特に、第二東名高速道路、三遠南信自動車道のインターチェンジ建設が進められている新城

市、東栄町においては、中山間地域の活性化を牽引するための都市機能や産業機能の集積を図る。
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　本地域の基本目標である「生活の都」を実現するためには、地域全域にわたる多様な個性と

特色を活かした機能集積を推進し、これらを連携させた総合的な交流ネットワークを形成する

必要がある。

　このため、各市町村においては、重点的な整備方針に基づく総合的な機能の整備充実を、次

のような方針により図るものとする。

①豊橋市

　本地域の中心都市にふさわしい高度な都市基盤や産業基盤の整備及び広域交流や外国人との

共生を促進する多様な機能の充実により、「生活の都」における中核的な役割を担う。このため、

豊橋駅周辺地区において、商業・業務・文化機能等を中心とした高次都市機能の集積を図ると

ともに、再開発等による都心居住の促進をはじめとした生活の質の向上を目指す。

　また、新規産業の創出をはじめとした地域産業の発展のために、豊橋サイエンスコアを拠点

とし、豊橋技術科学大学などの学術機関との連携を深め、産学官が一体となって、中小企業の

技術力・研究開発能力の育成に努める。あわせて、本市の基幹産業である農業の維持発展を図

るため、環境保全型の農業やＩＴ農業等を推進し、食の安全・安心確保に努める。

　一方、国際貿易港三河港においては、こうした産業を支える物流基盤として、港湾機能の充

実を図り、特定重要港湾への昇格を目指すとともに、親しみのあるみなとづくりを進める。

②豊川市

　平成18年2月1日、一宮町との合併により誕生した新「豊川市」は、本地域における副次的な

中核都市としての都市基盤や居住環境の整備を図るとともに、福祉・文化・レクリエーション・

商業など生活関連機能の充実に努める。

　また、地域再生計画「とよかわイナリズム（豊川稲荷☆住む）～住んでいいじゃん！訪れて

いいじゃん！」に基づき、特に、豊川駅周辺部においては、面的整備の推進を通じ、高次都市

機能の集積や良好な住宅宅地供給を図るとともに、豊川市以北との公共交通の結節点として、

また豊川稲荷へ訪れる観光客が利用する玄関口としての機能整備を進める。

　さらに、諏訪地区においては、内陸平坦地域及び中山間地域との広域連携の核となる地区と

して、市街地再開発事業などによる商業・公共サービス機能等の充実を図る。

　そのほか、東名高速道路豊川インターチェンジの地の利を活かして、企業団地の開発により

積極的な雇用の場の創出と産業の振興に努めるとともに、本宮山を中心に、自然を活かした憩

いの場の整備を進める。

第２章
地方拠点都市地域の
整備の基本方針
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③蒲郡市

　本地域の臨海部における中心的な都市として、海を活かしたリゾート開発や都市基盤整備を

進めるとともに、それらと連携した良好な居住環境の整備に努める。

　このため、蒲郡駅南の中心市街地において、市街地と港湾の再開発を一体的に行い、「海の

まち蒲郡」の玄関口として、高次都市機能や観光・レクリエーション機能の集積を図る。

　また、「海のまち蒲郡」のもう一つの大きな核として、大塚地区で進められている海洋性リ

ゾート「ラグーナ蒲郡」事業のさらなる推進を図る。

④新城市

　平成17年10月1日、新城市、鳳来町及び作手村の合併により誕生した本市は、豊かな自然環

境を背景に、水と森、山村と田園を中山間地域の都市的機能と調和させた、快適な定住圏域の

形成をめざす。そのために、新城、鳳来、作手の各地域における自然環境や地理的条件、産業

集積や施設整備等の状況などを十分考慮し、総合的な整備を図る。

　新城地区は、商工業や官公署が集積し、都市的な機能を担う地域であることから、「行政・

経済ゾーン」として、鳳来地区は、観光やレクリエーション、宿泊施設が集積し、しかも豊富

な森林資源を有する本地域の水源地域であることから、「交流・滞在ゾーン」として、作手地

区は、平均標高550mという高原地域であり、農林業を中心とした体験型レジャー施設や別荘

などの立地から、「体験交流・居住ゾーン」として整備し、地域集落や豊かな田園風景との調

和を図る。

⑤田原市

　平成15年8月20日、田原町と赤羽根町が合併し「田原市」が誕生した。さらに、平成17年10

月1日には渥美町と合併し、渥美半島のほぼ全域に広がることとなった田原市は、新市の目指

す将来都市像を「うるおいと活力のある田園共生都市（ガーデンシティ）」とした。

　この将来目標を具現化する施策体系のもと、臨海産業ゾーン、農業活性化ゾーン、表浜海浜

環境ゾーンなど特徴的ゾーンと交流拠点の整備、新市中心市街地・赤羽根市街地・福江市街地

という地区拠点のバランスの良い整備、シンボル公園の整備とネットワークの推進による地域

の個性を活かした基盤整備によって、更なる産業活動や市民生活を支える基盤の整備に努める。

　同時に、地区拠点間の相互連携を高める道路ネットワークの整備などを図りながら新市及び

渥美半島の特徴的な能力や機能の充実を図る。

　特に、三河湾、表浜、里山等の貴重な自然環境の保全を図るとともに、太陽光、風力等のエ

ネルギー活用に努めるなど循環型社会を目指したより魅力ある地域を創造する。
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⑥設楽町

　「森と水のちからと人の営みが調和するくらしと出会いのまち」を町の将来像とする本町は、

平成17年10月１日に設楽町と津具村の合併により誕生した。

　冷涼な気候を活かした農業の振興を図るため、名倉地区と津具地区とをつなぐ広域営農団地

農道を整備し、田口市街地地区では生活環境の整備のため、簡易水道の更新・敷設、及び下水

道の整備を行なう。

　県内有数の規模と質の高さを誇る広大な森林資源を活用するため、段嶺地区の林道整備等に

より林業の振興を図るとともに、設楽町の歴史・風土・自然に育まれた滞在型の観光・レクリ

エーション機能を整備する。

　また名倉地区にて、老朽化に伴う小学校の建設を進める。

⑦東栄町

　三遠南信自動車道のインターチェンジ設置が予定されている本町では、これらの進展にあわ

せた産業基盤や居住基盤などの機能整備を図り、中山間地域における高速交通機能との結節点

としての役割をはたす。

　さらに、町の中心地区である本郷地区には「花祭会館」をはじめ、数多くの教養文化・スポ

ーツ施設や研修宿泊施設が集積している。

　また、「高齢者いきいき健康増進施設」の活用により、町内外の交流を活発化させるとともに、

高齢者等の健康増進と山村地域の観光と地場産業の活性化を継続して図る。

⑧豊根村

　平成17年11月27日に豊根村、富山村の合併により、新しい「豊根村」が誕生した。「村民み

んなが家族のように支え合い、豊かな自然を活かした山村交流事業を力にして、活力にあふれ

た元気村づくりを進める」を理念にして、それぞれの村づくりの成果を引き継ぎ、水と緑豊か

な自然に囲まれた地勢と、天竜川水系の由緒ある歴史・文化を活かしていく。

　また、新村建設計画に基づき、生活基盤・環境整備、福祉の充実、観光・交流資源を活かし

たむらづくりを推進していく一方で、現在取り組んでいる間伐材を利用した木サイクル事業の

推進を図る。

第２章
地方拠点都市地域の
整備の基本方針
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⑨音羽町

　都市化と自然の融合した理想的なベッドタウンとして期待されていることから、宅地造成事

業の推進、交通基盤の整備、公共施設の整備などを進め、良好な生活環境を創出する。特に、

音羽川を遊歩道のある親水空間（自然景観軸）として整備するとともに、旧東海道を赤坂宿の

歴史を訪ねる散策路（歴史景観軸）とし、赤坂地区と長沢地区を連携させた回廊型の音羽プロ

ムナード地区として整備する。

⑩小坂井町

　町域は狭小ながら、鉄道や広域的な幹線道路が縦横にネットワーク化されており、豊橋市を

はじめとする周辺都市との交通結節点という恵まれた位置にある。

　この特性を活かし、新しい都市機能の積極的な導入に努めるとともに、人や自然環境に配意

した細やかな心づかいが感じられる快適空間の整備とあわせて、人と人がふれあう地域コミュ

ニティの形成を図るとともに、本地域をはじめとする周辺地域の人々との交流を積極的に進め

る。

　また、その反面、地震災害が発生した場合、鉄道や幹線道路等ライフライン施設の損壊によ

り地域が分断され被害の拡大が想定されるため、物資輸送路、緊急車輌用道路、拠点避難地等

の防災に配慮した都市基盤整備を促進し、「安全で安心なまちづくり」を基本とした災害に強

いまちづくりを推進するとともに、周辺地域と連携し、防災に配慮した交通ネットワークの要

所としての役割を担う。

⑪御津町

　豊橋市・豊川市・蒲郡市の3市に隣接し、さらに三河湾に面した本町は、その恵まれた地域

特性を活かして平野部において、都市的土地利用との調整を図りながら優良農用地を保全する

とともに、安全・安心な食料の生産と地域経済・環境の維持のために、意欲的な担い手の育成

や、農地の利用集積、生産基盤や環境の整備を促進する。

　また、三河港の一角として、工業生産機能と三河臨海緑地やマリーナ等の海洋性レクリエー

ション機能の集積が進んでいる臨海埋立地域では、今後も引き続き、臨海工業用地造成事業や

港湾環境整備事業等による港湾空間の高度利用を促進する。
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（1）拠点地区の設定と配置

　「生活の都」を実現するために中心となる拠点地区については、中部圏や三遠南信地域等の

広域的な見地から諸機能の適正な配置や有機的連携が十分に行われること等を総合的に勘案し

て、次の7地区を設定する。

　これらの拠点地区の配置及び連携については、まず、本地域の中心都市である豊橋市の「豊

橋駅前拠点地区」を地域全体の経済・文化・情報等の中枢となる広域的な高次都市核として位

置付ける。

　次に、これを機能的に補完するとともに、それぞれの地域において中心的な役割を果たすた

めの副次的都市核として、内陸平坦地域に豊川市の「豊川諏訪市街地拠点地区」・「豊川駅周辺

拠点地区」を、臨海地域に蒲郡市の「蒲郡駅南・竹島周辺拠点地区」を、中山間地域に新城市

の「新城インター周辺拠点地区」を、臨海地域の半島部に田原市の「田原中央市街地拠点地区」

を設定する。

　さらに、本地域の産業の活性化・高度化を図るため、豊橋市に「東三河産業業務拠点地区」

を設定し、法律に基づく業務拠点地区として位置付ける。

　なお、それぞれの拠点地区は、相互に連携・補完し合うことにより、拠点都市地域の整備に

一層の効果を発揮するものであり、拠点地区を相互に連携する道路等の整備を推進していくも

のとする。

　また今後、本地域の社会経済状況の変化等に対応して、本計画の実施状況について検討を加

え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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【地域全体の高次都市核の形成】 

　本地域の玄関口として、広域的な交通結節機能の集約と拡充を図るとともに、周辺市街

地の再開発を行うことにより、本地域の商業・業務・文化の中枢となる高次都市機能の集

積を図る。 

　 豊橋駅前拠点地区（豊橋市）　20.0ha

【地域の広域連携を促進する都市核の形成】 

　東三河地域の内陸平坦地域及び中山間地域との広域連携を視野に入れた副次的都市核と

して、魅力ある商業・コンベンション、公共サービスなど各種機能の充実した広域連携型

都市拠点の整備を推進する。 

　 豊川諏訪市街地拠点地区（豊川市）　31.6ha

【観光資源を活かした都市・居住核の形成】 

　本地域の内陸平坦地域における副次的都市核として、「豊川稲荷」という全国的に有名

な観光名所を活かした地域づくりを推進するため、交通機能の充実や商業・文化を中心と

した都市機能の形成並びに居住拠点の整備を推進する。 

　 豊川駅周辺拠点地区（豊川市）　54.2ha

【海の香りのする複合型都市核の形成】 

　本地域の臨海地域における副次的都市核として、ウォーターフロント開発や都市基盤整

備を図り、商業・文化・観光・リゾート機能を活かした複合型都市拠点の整備を推進する。 

　 蒲郡駅南・竹島周辺拠点地区（蒲郡市）　58.2ha

【交通結節機能を活かした都市核の形成】 

　本地域の中山間地域における副次的都市核として、第二東名高速道路新城インターチェ

ンジ（仮称）を活かした生産・流通・居住・レクリエーション・教育等の機能を集積させ

た複合型都市拠点の整備を推進する。 

　 新城インター周辺拠点地区（新城市）　130.6ha

1

2

3

4

5

（2）拠点地区の規模及び機能
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図６　拠点地区の配置図

【都市機能の構築による新市核の形成】 

　副次的都市核として、社会経済の環境変化によって活力の低下した中心市街地を渥美半

島の特色と商業・業務、生活・居住環境などの連携によって、高度で多様な都市機能の充

実整備を推進する。 

　 田原中央市街地拠点地区（田原市）　18.4ha

【産業業務・研究開発核の形成】 

　本地域における地域産業の高度化、活性化を図るため、業務オフィス機能や研究開発機

能を中心とした新産業業務拠点の整備を推進する。 

　 東三河産業業務拠点地区（豊橋市）　20.6ha
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田原中央市街地拠点地区 

豊橋駅前拠点地区 

豊川駅周辺拠点地区 豊川駅周辺拠点地区 

東三河産業業務拠点地区 

豊川諏訪市街地拠点地区 豊川諏訪市街地拠点地区 

蒲郡駅南・ 
竹島周辺拠点地区 

田原中央市街地拠点地区 

御
津
町 

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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（1）　 豊橋駅前拠点地区

①区域

位置：別表に掲げる区域

面積：20.0ha

区域図

②拠点地区の現況

　　　豊橋駅を中心とした本地区は、東三河地域の玄関口として、また、商業の中心地区とし

て栄えてきた。しかしながら、近年、大規模商業施設をはじめとする各種都市機能の郊外

進出及び移転等により、都心型の商業・業務の集積地としての役割を急速に低下させつつ

ある。

豊橋駅前拠点地区
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　そこで鉄道による市街地の東西分断や交通ターミナルの分散などが市街地の総合的な発展に

とって大きな支障となっていたことから、豊橋駅総合開発事業として、東西自由連絡通路整備

事業・東口駅前広場整備事業・橋上駅舎整備事業・ステーションビル増改築事業を実施し、こ

れらの課題の解消と利便性の向上を図ってきたところである。

　他にも、東口駅南地区においては、交通結節機能の向上及び低未利用地の有効利用を図る目

的で土地区画整理事業に着手したほか、東口駅前地区・東口駅北地区・駅前大通一丁目地区な

ど再開発による機能の更新や高度利用が望まれる地区が存在するなど、新たな高次都市機能の

受け皿として高いポテンシャルを有している。

③拠点地区の整備方針

　本地区は、東三河地域の発展の核となる新しい都市拠点として、快適で複合的な都市空間「と

よはし文化を発信するにぎわいの交流空間」を創造するために、次のような基本方針に基づき

整備を推進する。

○　東三河地域の新しい都市拠点として、高度な商業機能を導入するとともに、市民生活、文

化の中枢となる高次な都市機能の充実を図る。

○　広域交通の結節点として、交通機能の集約を図る。

○　東三河地域の玄関口として、都市景観への配慮やシンボルの創造など、潤いのある都市空

間の形成を図る。

④重点的に実施すべき事業の概要

　新たな高次都市機能の立地形成を促すような都市拠点づくりを進め、東三河地域の玄関口と

して潤いのある都市空間の形成を図る。そのために東口駅南地区においては、鉄道の移設・撤

去を中心とした基盤整備と交通結節機能の強化を図るとともに、総合文化学習センター（仮称）

を設置し、文化創造の拠点として整備を図る。

　また、東口駅前地区・東口駅北地区・駅前大通一丁目地区においては、商業・業務機能など

の集積を図るとともに、潤いのある都市空間を形成するため、再開発を進めていく。事業は、

土地区画整理事業、市街地再開発事業等の手法により整備を図っていく。

■土地利用状況 

項　目 宅　地 農　地 山　林 その他 合　計 

面積 
（％） 

5.1ha 
（25.5） － － 14.9ha 

（74.5） 
20.0ha 
（100.0） 

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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（2）豊川諏訪市街地拠点地区

①区域

位置：別表に掲げる区域

面積：31.6ha

区域図

②拠点地区の現況

　本地区は、東三河地域の中心に位置し、かつ、鉄道（名古屋鉄道豊川線）により東三河中山

間地域と名古屋圏の結節点となっている。また、内陸平坦地域の中心でもあることから、公共

施設やサービス関連施設などの集積が進んでおり、市街地再開発事業による商業ビルの整備に

より、豊川市内はもとより周辺市町、東三河中山間地域も商圏とする広域的な中心商業地とし

ての機能が高まってきた。

　さらに、地区内には豊川公園など大きな公園もあり、市街地でありながら豊かな緑が見られ

るところでもある。

　本地区の北隣には、東三河随一の製造業の集積がなされている穂ノ原工業団地や高等研究機

関として名古屋大学太陽地球環境研究所が立地しており、産学官の連携によるさらなる発展の

可能性が高い地区でもある。

豊川諏訪市街地拠点地区

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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　しかし一方で、製造業を巡る社会経済情勢も、生産拠点の海外移転による産業空洞化の懸念

の強まりなど厳しさを増している。こうした状況変化に対応するため、当地区の恵まれた諸条

件を十分に活かした東三河地域における広域連携型都市核にふさわしい機能の充実が求められ

ており、これまでに市街地再開発事業を始め、公共駐車場や上空通路整備事業などが行われた。

③拠点地区の整備方針

　東三河地域の地理的な中心にあること、また、周辺市町村をも対象に含めた商業施設と官公

署の集積、さらには隣接する製造業の集積や高等研究機関の立地といった恵まれた特性を活か

し、本地区を商業・コンベンション、公共サービスなど各種機能を備えた東三河地域における

中山間地域を含む広域連携の都市拠点と位置付け、次のような基本方針に基づき整備を推進す

る。

○土地の一体的な高度利用を進め、東三河内陸平坦地域及び中山間地域と名古屋圏との交流・

連携の拠点となるよう商業機能と公共サービスの一層の集積を図る。

○緑豊かな潤いのある空間を守りながら、広域連携の推進に資する高い水準のサービスを提供

するよう公共施設の整備を図る。

④重点的に実施すべき事業の概要

　市街地再開発事業により設置した商業ビルの商業集積を高め、広域的に消費者の利便性を確

保するとともに、公共サービスの充実を図るため、当該セクターの整備を推進する。

面積 
（％） 

22.7ha 
（71.8） － － 8.9ha 

（28.2） 
31.6ha 
（100.0） 

■土地利用状況 

項　目 宅　地 農　地 山　林 その他 合　計 
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■重点的に整備する施設及び住宅・住宅地・教養文化施設等の概要 

諏訪地区Aブロック 
第一種市街地再開発事業 

諏訪第二公共駐車場整備事業 

上空通路整備事業 

豊川市立中央図書館・ 
ジオスペース館整備事業 

豊川彫刻の道整備事業 

豊川公園整備事業 

豊川市諏訪三丁目 

豊川市諏訪三丁目 

豊川市諏訪三丁目 

豊川市諏訪一丁目 

豊川市諏訪三丁目 

豊川市諏訪一丁目 

面積 
約0.6ha 

収容台数 
339台 

Ｌ＝18m、Ｗ＝3m 
Ｌ＝9.5m、Ｗ＝3m 

面積 
5,772.7 

彫刻9点 

面積 
12.5ha

教養文化施設 

 

事 　 業 　 名  概 ね の 位 置  事 業 内 容  備 　 考  

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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（3）豊川駅周辺拠点地区

①区域

位置：別表に掲げる区域

面積：54.2ha

区域図

②拠点地区の現況

　本地区の駅西地域は、「豊川稲荷」という観光名所を持つ門前町として商業が盛んなところ

であるが、旧来の土地の利用形態をしており、駐車場問題や大型店舗等の影響、後継者の問題

などを抱え、商業の近代化への移行に苦慮しているところである。

　また、駅東地域は、交通の便に大変恵まれた地域でありながら、住宅地と農地が混在した未

整備地区であり、無秩序な市街地が形成され、非常に非効率で不便な土地形成となっている。

この両地域は、ＪＲ飯田線と名鉄豊川線によって町が分断されており、都市計画道路姫街道線

の踏切での交通渋滞、地域住民同士の交流の分断等、様々な弊害が発生しており、これまでに

橋上駅舎整備、東西自由通路整備、駅前広場整備などの事業が行われた。

豊川駅周辺拠点地区
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③拠点地区の整備方針

　本地区は、年間約370万人の参拝客が訪れる全国でも有名な「豊川稲荷」を有する所で、豊

川市の顔となるべき地区である。そこで今後、全国から訪れる観光客を迎える玄関口として、

また、東三河地域における副次的な都市拠点として、さらに都市性の魅力に富み、にぎわいの

絶えない「地域の生活の場」として次のような基本方針に基づき整備を推進する。

○「豊川稲荷」を核とした観光のまち豊川の玄関口としてのイメージにあった整備を図る。

○交通の便の良さを活かした高度な商業機能の整備並びに良好な住宅地の供給等基盤整備を図

る。

○ ＪＲ飯田線と名鉄豊川線により分断された地区の一体化を図り、まちの活性化を推進する。

④重点的に実施すべき事業の概要

　駅東地区の土地区画整理を推進することで、魅力ある商業地の形成を図るとともに、街なか

居住を促進する。また、地区内にある重要文化財・三重の塔を持つ古刹「三明寺」を活かし、

それにつながる近隣公園「三明公園」を一体的に整備する。

■重点的に整備する施設及び住宅・住宅地・教養文化施設等の概要 

豊川駅東土地区画整理事業 

豊川駅東西自由通路整備事業 
 

自転車専用地下通路整備事業 

豊川駅西口駅前広場整備事業 
 

豊川駅橋上駅舎整備事業 
 

三明公園整備事業 

豊川市豊川町 

豊川市豊川町 

豊川市豊川町 

豊川市西本町 

豊川市豊川町 

豊川市豊川町 

面積 
約53.7ha 

L  ＝50m 
W＝10m 

L  ＝55m 
W＝2.5m 

面積 
4,400 

面積 
700 

面積 
1.5ha

住宅及び住宅地 

事 　 業 　 名  概 ね の 位 置  事 業 内 容  備 　 考  

■土地利用状況 

      面積 
（％） 

24.9ha 
（45.9） 

18.6ha 
（34.3） 

4.8ha 
（8.9） 

5.9ha 
（10.9） 

54.2ha 
（100.0） 

項　目 宅　地 農　地 山　林 その他 合　計 

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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（4）　蒲郡駅南・竹島周辺拠点地区

①区域

位置：別表に掲げる区域

面積：58.2ha

区域図

②拠点地区の現況

　蒲郡駅及び竹島を中心とした本地区は、観光都市蒲郡の表玄関として、また観光及び商業の

中心地区として、そして海上交通・物流基地の中心として栄えてきた。しかしながら近年、都

市型の商業・業務の集積地としての役割を急速に低下させつつある。

　一方、レジャー等が多様化し、社会・経済が大きく変動している中で、港湾施設及び観光施

設等が老朽化してきており、旧態依然とした施設では時代に対応できなくなってきている。

　これらの課題に対応するため、鉄道高架事業により南北市街地の一体化を図るとともに、市

街地及び港湾の再整備に着手し、新しい蒲郡の顔づくりを目指して総合的に取り組んでおり、

新たな都市機能の受け皿として高いポテンシャルを有している地区である。

蒲郡駅南・竹島周辺拠点地区
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③拠点地区の整備方針

　本地区は、東三河地域の発展の核となる副次的な都市拠点として、また観光都市蒲郡の表玄

関としてふさわしいうるおいと風格のあるまち「帆と水で演出された遊空間　マリンメディア

ポリス」を創造するために、次のような基本方針に基づき整備を推進する。

○東三河地域の新しい都市拠点として、高度な商業機能を導入するとともに、市民生活・文化

の中枢となる高次な都市機能の充実を図る。

○ウォーターフロント開発により、海のまち蒲郡の中心としてふさわしい観光拠点・海上交通

基地の再構築と豊かな市民生活を支えるアメニティー空間を創造する。

④重点的に実施すべき事業の概要

　ＪＲ東海道線蒲郡駅から海岸まで300mという地域の特性を活かし、都市再開発を含む土地

区画整理事業、鉄道高架事業、港湾再開発事業を三点セットとして、海のまち蒲郡の新しい商

業・文化・居住空間づくりを進める。

　都市再開発事業・土地区画整理事業としては、商業・業務・文化等の機能を集積するととも

に、海と陸の玄関口にふさわしいにぎわいのある景観づくりを目指す「都市機能ゾーン」の形

成と、住宅及び商業等の機能を集積しつつ全体として調和のとれた落ち着きのある景観づくり

を目指す｢複合利用ゾーン｣の形成を図る。

　鉄道高架事業としては、鉄道により南北に分断された市街地を一体化し、高架下もポケット

パーク、駐車場等市民の利便を考えた施設づくりを行う。

　公有水面の埋立を含めた港湾再開発事業としては、海のオアシス・海上観光交通基地として

再構築するとともに、アメニティー施設、商業施設等の施設整備を行ない、海と陸とが一体と

なったイベント空間づくりを進めて新しいマリン産業の集積を図る。

　これらを一体的に整備することにより、「帆と水で演出された遊空間」を実現し、「海へ誘
いざな

う

あそびとにぎわいのまち」づくりを推進する。

■土地利用状況 

      面積 
（％） 

15.6ha 
（26.8） － － 42.6ha 

（73.2） 
58.2ha 
（100.0） 

項　目 宅　地 農　地 山　林 その他 合　計 

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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■重点的に整備する施設及び住宅・住宅地・教養文化施設等の概要 

蒲郡駅南土地区画整理事業 

蒲郡駅南都市軸西地区 
第一種市街地再開発事業 

三河港蒲郡 
ポートルネッサンス21計画 

港湾再開発構想 

蒲郡市港町 

蒲郡市港町 

蒲郡市竹島町 

蒲郡市栄町、浜町地先 
（予定） 

面積 
19.6ha 

面積 
約2.0ha 

海洋センター（水族
館、海の科学館）等 

マリーナ等（予定） スポーツ・レクリエーショ
ン施設（予定） 

教養文化施設 

商業・駐車場 

住宅及び住宅地 

 

事 　 業 　 名  概 ね の 位 置  事 業 内 容  備 　 考  
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（5）　新城インター周辺拠点地区

①区域

位置：別表に掲げる区域

面積：130.6ha

区域図

②拠点地区の現況

　第二東名高速道路新城インターチェンジ（仮称）を核とする新城インター周辺地区は、小高

い丘陵地の間の平坦地に農地や宅地が点在する農業集落の一角に位置し、新城市の主要な農業

地としての役割を担ってきた。

　しかしながら、近年、当地区に隣接する有海地区で住宅団地や工業団地が造成され、更に地

新城インター周辺拠点地区

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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区内ではスポーツ、レクリエーションの拠点である県営新城総合公園が平成14年に供用開始さ

れるなど中山間地域の玄関口として都市的土地利用が進みつつある地区である。

　今後のインターチェンジ整備を視野に入れたとき、周辺における都市化への傾向は強まるも

のと予想され、新たな都市機能の受け皿としての地域整備が期待されるところである。特に、

当拠点地区を含む中山間地域は過疎化や高齢化の著しい進行が問題となっているが、愛知新城

大谷短期大学（現愛知新城大谷大学）が平成11年に開学したことを始めとし、「職・住・遊・学」

のバランスのとれた魅力ある都市空間の創造によって中山間地域全体の活性化につながる都市

拠点形成が期待される。

③拠点地区の整備方針

　日本の真中に位置するインターチェンジが整備される本地区の優位性を活かした広域的な物

流・流通拠点としての整備や教育・居住・生産・スポーツ・レクリエーション等多様な都市機

能の集積を図り、「中山間地域の拠点都市機能を備えたまち」を創造するために、次のような

基本方針に基づき整備を推進する。

○中山間地域の活性化を促進し、過疎化の進行に歯止めをかけるため、若者が魅力を感じる就

業機会を創出する。

○東三河の勤労者の定住の場として、安価で良質な住宅・宅地を整備する。

○若者が集うまち、文化教養のあふれるまちを創出するとともに高齢化という地域の課題に対

応したまちづくりを進めるため、近隣に整備した福祉拠点施設と愛知新城大谷大学との連携

を推進する。

○県営新城総合公園を補完するスポーツ・レクリエーション機能を整備し、一体となった広域

的スポーツ・レクリエーションゾーンを形成し、多様化する余暇ニーズに応え、幅広い交流

を促進する場を創造する。

○将来の新城インターチェンジ（仮称）設置と連携した生産機能、研究開発機能、流通機能の

集積を図る。

■土地利用状況 

      面積 
（％） 

7.1ha 
（5.4） 

8.5ha 
（6.5） 

43.5ha 
（33.3） 

71.5ha 
（54.8） 

130.6ha 
（100.0） 

項　目 宅　地 農　地 山　林 その他 合　計 
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④　重点的に実施すべき事業の概要

　愛知新城大谷大学の開学、県営新城総合公園の全面供用開始に加え、それと一体となった広

域的スポーツ・レクリエーションゾーンを形成するため、各種室内球技場、室内温水プール、

トレーニングジム、エアロビクス場等を配した総合スポーツセンター（仮称）を拠点施設とし、

サッカー場でも使用可能な多目的野外スポーツ施設を整備する。

　さらに、第二東名高速道路新城インターチェンジ（仮称）の開設時期を踏まえ、若者が魅力

を感じる就業機会を創出するため、福祉関連企業、福祉に関する試験研究機関及び先端技術型

産業の立地を視野に入れた企業団地の造成、本地域の勤労者及び他地域の人々に定住の場を提

供するためのゆとりのある宅地規模と高水準な公共施設を兼ね備えた住宅団地を造成する。

　また、これらの拠点地区内の各種機能の有機的な連携を促進するため、道路網の整備を推進

するとともに、中山間地域の福祉施設と愛知新城大谷大学との連携を強化し、地域住民向け老

人介護、リハビリテーションなどに関する公開講座の実施、大学での社会人の生涯学習の推進

や図書館の開放等を通じて住民福祉の充実、文化教養あふれるまちの創出に努める。

■重点的に整備する施設及び住宅・住宅地・教養文化施設等の概要 

住宅団地・企業団地造成事業 
 

 
 

高等教育機関誘致事業 

新城総合公園整備事業 

新城市総合スポーツセンター 
（仮称）整備事業 

一般国道151号道路整備事業 

新城市浅谷 

 

新城市川路 

新城市浅谷 

新城市浅谷 

新城市八束穂 

住宅団地面積 
約13.8ha 

企業団地面積 
約25.4ha 

福祉系短期大学 
約7.7ha 

陸上競技場 
野球場等 

総合体育館 
サッカー場 

道路改良 
幅員25 
延長0.6

住宅及び住宅地 

スポーツ・レクリエーショ
ン施設 

事 　 業 　 名  概 ね の 位 置  事 業 内 容  備 　 考  

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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（6）田原中央市街地拠点地区

①区域

位置：別表に掲げる区域

面積：18.4ha

区域図

②拠点地区の現況

　本地区は、渥美半島の起終点駅である豊橋鉄道渥美線三河田原駅を有し、鉄道、バスなど広

域的な交通の要所であるとともに、多様な生活機能を備えた生活拠点地区として位置付けられ

ている。

　しかし、本市の中心市街地は、商業・業務、教育文化などの中心拠点でありながら、建築物

の老朽化や主要道路が整備途上であるなど、新市に相応しい能力が未だ形成されておらず、総

合的な新市の成長力を増長する機能の欠落など種々の課題が顕在化している。

　また、半島部の玄関口である三河田原駅周辺においても、居住地と大規模工場が混在すると

田原中央市街地拠点地区
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ともに駅前広場や駐車場などの公共・公益施設の不足、基幹的な交通基盤の未改良によって適

切な街区形成がされていないこと等から防災上危険な地区という状況に陥っている。

　一方、旧商業集積地であった上町商店街周辺を中心市街地活性化事業により再整備し、市民

交流の賑わい創出に寄与する公益施設整備の充実により、地域の新しい活力拠点の形成と個性

豊かな本市の顔づくりを達成する各種事業によって商業及び居住環境が整い、良質な都市空間

が供給され始めている。

③拠点地区の整備方針

　本地区は、来訪者と市民ニーズの求める新たな都市機能を備えた親しみと活気ある魅力溢れ

た都市的ゾーンとして整備する。

　そして、広域的な産業・物流拠点として土地利用の高度化、三河港港湾機能の強化を促進す

る臨海産業ゾーンや、栽培漁業の推進など一層の漁業振興を図る三河湾環境ゾーン、表浜の自

然環境や地域資源を活用した表浜海浜環境ゾーン、新市の基幹産業である農業活性化ゾーンな

ど、特徴的ゾーンと高次元で連携を図ることによって、臨海地域における副次的都市拠点の役

割を果たすため、次のような基本方針に基づき整備を推進する。

○高度情報化の刷新に応じた産業機能などが集積する中心市街地として整備し、更に住民ニー

ズに沿った公共・公益施設の導入を図りつつ、渥美半島のポテンシャルを発揮する賑わいあ

る拠点地区の形成を推進する。

○渥美半島の玄関口として、利便性・安全性を重視した道路ネットワークの基盤整備を進める

とともに、三河田原駅の移転や駅前広場の整備などと連携した交通結節点の整備に努め、都

市景観に配慮した都市空間・都市環境の形成を推進する。

○地区拠点や特徴的ゾーンを有機的に結び付け、整備効果などを有効に高める役割を果たす新

市中心市街地を核として整備推進し、地区拠点の連携により市民が安心して過ごせる安全で

快適な新たな賑わい空間となるよう各地区機能の向上に努める。

■土地利用状況 

      面積 
（％） 

13.7ha 
（74.5） － 0.4ha 

（2.2） 
4.3ha 
（23.3） 

18.4ha 
（100.0） 

項　目 宅　地 農　地 山　林 その他 合　計 

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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④重点的に実施すべき事業の概要

　主要地方道田原赤羽根線の南側に位置する市街地においては、商業地域振興整備事業、道路

基盤整備事業などを促進し、セントファーレ周辺と一体的な商業・業務など、高度で多様な都

市機能を集積、再整備することにより、既存市街地の都市構造や都市中心部における求心力を

高め、個性的な中心市街地の空間形成を図る。

　特に、三河田原駅周辺地区から中心商業地を貫く都市計画道路田原駅前通り線は拠点地区再

生の主軸とし、中心市街地の都市基盤整備事業として補助幹線道路の整備と防災・ユニバーサ

ルデザインを基調とした街路事業を一体的に整備推進し、都市空間の更なる活性化と適切な商

業環境及び背後地の住環境整備を進めることで、新市中心市街地として相応しいゆとりと魅力

あるシンボル的な街区を整備する。

　また、中心市街地地区への導入幹線道路として主要地方道豊橋渥美線（渥美半島縦貫道）、

国道259号、国道42号に接続する機軸道路基盤の整備を推進し、鉄道・自動車・バスとの交通

機能の充実により商業・業務、教育・文化、医療・福祉、観光など多様な機能との連携、特徴

的ゾーンとの接続を容易にすることで、利便性の高い持続的な都市機能の充実と、ガーデンシ

ティの骨格的な拠点地区の形成を推進する。

■重点的に整備する施設及び住宅・住宅地・教養文化施設等の概要 

田原中央地区 
市街地再開発事業 

田原中心地区 
特定商業集積整備事業 

渥美病院施設拡充整備事業 

図書館等建設事業 

田原中央線街路事業 
（3-4-34） 

田原駅前通り線街路事業 
（3-4-31） 

田原駅南線街路事業 
（3-4-203） 

田原市田原町 

田原市田原町 

田原市田原町 

田原市田原町 

田原市田原町 

田原市田原町 

田原市田原町 

面積 
約1.6ha 

面積 
約5ha 

面積 
約1.7ha 

図書館 
情報センター等 

L  ＝474m 
W＝16m 

L  ＝430m 
W＝20m 

L  ＝260m 
W＝18m 
駅前広場 

教養文化施設 

事 　 業 　 名  概 ね の 位 置  事 業 内 容  備 　 考  
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（7）東三河産業業務拠点地区

①区域

位置：別表に掲げる区域

面積：20.6ha

区域図

②拠点地区の現況

　豊橋市の南部市街地に隣接する本地区は、地区内を主要地方道東三河環状線が東西に貫き、

三河港を中心とした臨海工業地帯、研究開発型の大学院大学である豊橋技術科学大学や浜松市

を中心とする西遠地域との連携に適している位置にある。

　すでに、地区内の一角には、産学官連携の中核的機能を果たす「豊橋サイエンスコア」が豊

橋技術科学大学等と連携して、産学官共同研究事業、人材育成事業、交流事業、研究開発型企

業育成支援事業等を展開しており、今後さらに、臨海部等へ立地した企業の業務系機能や研究

開発機能等を高めるような産業業務施設の集積が期待される。

東三河産業業務拠点地区

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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③拠点地区の整備方針

　本地区は、東三河地域の産業の高度化・活性化を図るための中核的地区として、次のような

基本方針に基づき整備を推進する。

○先端的な研究・開発機能、新規事業分野における広域ビジネス機能をはじめとする産業業務

機能の新たな展開に対応した全国的・国際的なビジネス拠点の形成を図る。

○臨海部、内陸部に立地する県内外の企業の業務系機能や、これを支援する対事業所サービス

等の展開・再配置に対応した業務地区の形成を図る。

○東三河地域における地域産業の高度化・高付加価値化を牽引する先導的な研究開発機能やオ

フィス機能を核とした業務拠点の形成を図る。

④重点的に実施すべき事業の概要

　東三河地域における様々な分野の地域産業を高度化・活性化するための中核的地区として、

豊橋リサーチパークの整備を推進する。

　ここには、営業・サービス、マーケティング・統括管理部門等を中心とした業務オフィス機

能や豊橋技術科学大学等と連携した研究開発機能の集積を図り、新しい知的産業生活空間の形

成を目指す。

　また、本地区の中核的施設として、産業業務機能支援センター（仮称）を整備し、豊橋サイ

エンスコアの機能と連携しつつ、本地区に立地する産業業務施設の支援並びに地域産業の高度

化・活性化を支援する。

■土地利用状況 

      面積 
（％） 

5.9ha 
（28.7） 

6.8ha 
（33.0） － 7.9ha 

（38.3） 
20.6ha 
（100.0） 

項　目 宅　地 農　地 山　林 その他 合　計 

■重点的に整備する施設及び産業業務施設の概要 

豊橋リサーチパーク整備事業 

産業業務機能支援センター 
（仮称）建設事業 

豊橋市西幸町 

豊橋市西幸町 

面積 
20.6ha 

延床面積 
2,000～3,000

産業業務施設 

産業業務施設 

事 　 業 　 名  概 ね の 位 置  事 業 内 容  備 　 考  
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（別表）拠点地区字名表 

拠 点 地 区 名  市 町 名  町または大字名 字　名 

豊橋駅前拠点地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊川諏訪市街地拠点地区 

 

 

 

 

 

豊川駅周辺拠点地区 

 

 

 

 

 

 

蒲郡駅南・竹島周辺拠点地区 

豊橋市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊川市 

 

 

 

 

 

豊川市 

 

 

 

 

 

 

蒲郡市 

駅前大通一丁目 

大橋通一丁目 

白河町 

西小田原町 

花田町 

 

 

 

花田一番町 

広小路一丁目 

諏訪一丁目 

諏訪三丁目 

諏訪四丁目 

金屋西町三丁目 

穂ノ原一丁目 

穂ノ原二丁目 

豊川町 

 

 

西本町 

古宿町 

中条町 

馬場町 

元町 

松原町 

港町 

竹島町 

栄町 

浜町 

栄町地先 

港町地先 

浜町地先 

松原町地先 

竹島町地先 

一部 

一部 

一部 

一部 

西宿、西宿前、稗田、 

大山塚の一部、北新起

の一部、城海津の一部、 

野黒の一部 

一部 

一部 

一部 

一部 

一部 

一部 

一部 

一部 

伊呂通、波通、仁保通、 

辺通、止通、知通、利通、 

奴通、留通、遠通 

 

ウエ地 

河原堂 

郷中、郷前、弁天前 

一部 

一部 

一部 

一部 

一部 

一部 

第３章
拠点地区等の設定及び
地区ごとに実施する事業
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（別表）拠点地区字名表 

拠 点 地 区 名  市 町 名  町または大字名 字　名 

八束穂 

 

 

 

 

 

川路 

 

大海 

 

浅谷 

 

 

 

出沢 

 

田原 

 

 

 

 

 

 

西幸町 

 

浜道町 

束田の一部、風呂越の

一部、若宮の一部、イリ

の一部、家の前の一部 

カンハカセの一部 

イバラの一部 

花ガラの一部 

萩平の一部、加生沢の

一部、岩手の一部、 

谷下の一部、井原の一

部、市ノ沢の一部、 

東田、小道し、 

井原の一部 

かんばかせの一部、 

ヒヨイダの一部 

亦谷の一部、奥ノ田の一

部、前畑の一部 

西大浜の一部、東大浜

の一部、萱町の一部、稗

田の一部、新町の一部、

本町の一部、築出の一

部、南新田の一部、巴江

の一部、殿町の一部、橋

上、長四分 

浜池の一部、 

古並の一部 

沢東の一部、百々池の

一部、北側の一部、 

新百々池の一部、 

管石の一部 

新城インター周辺拠点地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田原中央市街地拠点地区 

 

 

 

 

 

 

東三河産業業務拠点地区 

新城市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田原市 

 

 

 

 

 

 

豊橋市 
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（1）　市街地開発

【現　況】

　本地域では、土地区画整理事業が76地区（3,486.4ha）において完了し、15地区（469.1ha）

において施行中である（平成17年3月31日現在）。また、市街地再開発事業は4地区（5.1ha）に

ついて完了している。さらに、優良建築物等整備事業は3地区（0.7ha）が完了し、2地区（0.8ha）

が施行中である（平成17年10月1日現在）。

【整備方針】

　内陸平坦地域や臨海地域を中心とした市街化の進行している区域については、快適で良好な

居住環境の整備を図る。

　また、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の既成市街地については、土地の高度利用と都市機

能の更新を図るための土地区画整理事業や市街地再開発事業等により良好で高次な市街地形成

を図る。

（2）河川

【現　況】

　本地域では、一級河川豊川をはじめ85の一・二級河川を有している。また、中山間地域は愛

知県の最多雨地帯となっており、梅雨・台風期に、これらの河川はしばしば氾濫を繰り返して

きた。

　このため豊川には、古くから霞堤がつくられており、特徴ある治水形態をなしている。豊川

においては従来より河川改修が進められてきており、昭和40年には豊川放水路が完成している

が、近年の流域の開発や都市化の進展に伴い、治水安全度の向上が求められており、引き続き

治水施設の整備促進が必要となっている。

　

【整備方針】

　本地域の良好な社会基盤を形成するためには、河川改修等による治水安全度の向上を促進す

るとともに、良好な河川環境の形成を図ることが必要である。

　特に、豊川については、流域全体の治水安全度の向上を図るため、豊川改修事業を計画的に

促進するとともに、流水の正常な機能の維持と増進を図るために豊川流況総合改善事業を促進

する必要がある。

　また、拠点地区に隣接する中小河川については、河川改修を重点的に実施し、良好な市街地

の形成を支援するとともに、再度災害防止、流域の開発への対応等従来進められている改修事

第４章
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業を促進する必要がある。

（3）ダム

【現　況】

　本地域では、豊川水系において地域の大動脈である豊川用水の水源として宇連ダムが整備さ

れている。

　さらに、都市化の進展や農業をはじめとした生産活動等を維持する水の安定供給に対応する

ため、寒狭川頭首工及び導水路や大島ダム等を建設した。さらに、治水安全度の向上と安定し

た水供給を図るため、豊川水系河川整備計画及び豊川水系水資源開発基本計画に多目的ダムと

して位置付けられた設楽ダム建設に向けて様々な取り組みを行っている。

【整備方針】

　本地域の経済基盤を成長させ、豊かな住民生活を支えていく上で必要不可欠な水資源を確保

するとともに、利水安全度の向上を図るため豊川用水二期事業を、また治水・利水の向上と河

川環境の保全を図るため設楽ダムの早期建設を、地域住民の理解を得ながら促進することが必

要である。

（4）海岸

【現　況】

　本地域における海岸は、遠州灘沿岸と三河湾沿岸に分かれている。海岸保全区域の延長は、

遠州灘沿岸約45.2km、三河湾沿岸約104.2㎞の合計約149.4㎞であり災害防止や海洋レクリエー

ション需要に対応するため、離岸堤設置などの侵食防止対策事業や海岸環境整備事業等が進め

られている。

　

【整備方針】

　太平洋に面する遠州灘沿岸については、海岸侵食が特に激しいことから、豊橋市、田原市の

海岸保全整備を促進する。　　

　また、三河湾沿岸では、海岸保全施設の老朽化と現況施設の機能低下への対策を図るととも

に、高潮災害や近年発生が予測される東海・東南海地震災害への対策を進めていくことが必要

となっている。

　一方、海岸の保全に合わせ、豊橋市・蒲郡市・田原市・御津町では人々が海に親しむことが

できる快適でうるおいのある海岸環境の創出を図ることが必要である。



59

（5）砂防等

【現　況】

　本地域は、中央構造線が南北に走っており、地質的に脆弱で不安定な地域である。また近年、

山間部斜面を利用した住宅団地、工業団地、ゴルフ場の開発等の土地利用が進展しており、土

石流、地すべり、がけ崩れ等の土砂災害の危険性の高い地域である。

　このため、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業が古くから積極的に進めら

れている。

【整備方針】

　本地域では、土砂災害を未然に防止するため、土砂害の危険度が高い土石流危険渓流、地す

べり危険筒所及び急傾斜地崩壊危険箇所を重点的に、豊かな自然との調和に配慮しながら、砂

防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業を推進することが必要である。

（6）道路

【現　況】

　本地域の道路体系は、東西方向には東名高速道路、国道1号、23号が走り、南北方向には国

道151号、257号及び半島部には国道42号、259号が走っている。また、これら幹線軸を補完す

る形で国道247号、248号、301号、362号、420号、473号及び主要地方道が東西及び南北方向に

伸びている。

　また、道路の状況については、国・県道が延長1,440.1ｋｍ（改良率76.9％）、市町村道が延

長9,335.8㎞（改良率50.4％、）となっており、改良率はいずれも県平均と比べるとまだ低い水

準にある。（平成16年4月1日現在）

　中山間地域においては道路整備の遅れが目立ち、異常気象時における通行規制区間や災害に

よる被害なども多くみられる。

【整備方針】

　本地域では、第二東名高速道路、三遠南信自動車道、第二東名引佐連絡路、名豊道路、伊勢

湾口道路等の高規格幹線道路等の整備、調査が進められている。

　また、地域幹線道路網の基軸として、本地域の山間地域から渥美半島に至る主要な幹線と

しての機能を備えた、国道151号、257号、259号、主要地方道豊橋渥美線（渥美半島縦貫道路）

等からなる東三河縦貫軸（通称：東三河縦貫道路）の整備を促進する。

　さらに、地域のきめ細かなネットワークを形成するため、国道420号、473号や主要地方道東

栄稲武線、主要地方道阿南東栄線等で構成する北設井桁幹線軸の整備をあわせ促進する。これ

ら広域幹線道路網と東三河縦貫軸を基軸とした幹線道路の整備により地域幹線道路網を構築し、

東三河１時間交通圏の確立を目指す。

第４章
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　なお、中山間地域においては、住民生活の安全性や利便性を向上させるための早急な取り組

みを促進していく。

　そのほか、本地域の拠点地区相互の連携強化を図るため、主要地方道東三河環状線をはじめ

とする県道及び市町村道の整備を促進する。

　街路については、快適で機能的な都市活動を支える基幹的な施設として、良好な市街地の形

成、交通の円滑化、快適な都市環境の形成を図るため整備促進する必要がある。

　本地域については、良好な市街地整備の推進や交通利便性の向上を図るため、拠点地区内の

骨格を形成する道路や駅前広場の整備を進めるとともに、拠点地区から主要な交通結節点や主

要な道路を結ぶアクセス道路の整備を促進する。

（7）鉄道・鉄道関連施設

【現　況】

　鉄道は、関東圏や名古屋圏等と本地域とを結ぶJR東海道新幹線、JR東海道本線及び名古屋

鉄道名古屋本線が大動脈として走っている。

　また、平坦地域と中山間地域を結ぶJR飯田線、平坦地域と半島部を結ぶ豊橋鉄道渥美線が

走り、さらに地域内を名古屋鉄道豊川線、名古屋鉄道蒲郡線が走っている。

【整備方針】

　ＪＲ東海、名古屋鉄道、豊橋鉄道の結節点となっている豊橋駅においては、本地域の交流の

玄関口としての「東三河の顔づくり」を進めていく。

　また、蒲郡駅においては、幹線道路の整備に合わせ既設の平面鉄道を立体交差化する鉄道高

架事業が一部完了したが、さらに市街地の一体化と交通の安全・円滑化について整備を図る。

  　

（8）港湾・漁港

【現　況】

　港湾は、重要港湾の三河港（豊橋市、蒲郡市、田原市、御津町）と地方港湾の倉舞港（蒲郡

市）、馬草港（田原市）、泉港（田原市）、福江港（田原市）、伊良湖港（田原市）がある。

　また、漁港は、第4種漁港の赤羽根漁港（田原市）、第3種漁港の三谷漁港（蒲郡市）、形原漁

港（蒲郡市）、第2種漁港の福江漁港（田原市）、知柄漁港（蒲郡市）のほか第1種漁港が6港ある。

【整備方針】

　近年のコンテナ貨物や自動車など取扱貨物量の増大及び船舶の大型化に対応するため、コン

テナターミナルの拡大や岸壁・ふ頭用地の造成など港湾機能の充実を図るとともに、それらの

機能と連携した臨海工業用地の造成を進めることが必要である。さらに、国際競争力のある港

湾として、国際的な産業・物流拠点の形成を図り、特定重要港湾への昇格や、自然環境と調和
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した親しまれるみなとづくりを目指す。

　また、蒲郡市では住宅地、宿泊施設等を、田原市ではマリーナの整備を進め、海洋性リゾー

ト機能の充実を図る。

　漁港については、水産業の振興を図るため、赤羽根漁港、知柄漁港においては漁港整備事業

を、水質向上のため三谷漁港、形原漁港においては、覆砂事業を引き続き実施している。

（9）水供給

【現　況】

　本地域においては、安定した水供給を図るため、ダム等の水資源開発を進めるとともに、愛

知県営水道用水供給事業、東三河工業用水道事業等のほか、東三河が一体となった水源林保全

流域協働事業の推進をはじめ、各市町村において上水道事業や簡易水道事業等を推進している。

　　

【整備方針】

　都市化の進展や農業をはじめとした生産活動を維持するため、安全な水の安定供給を図ると

ともに、本地域の水源林や河川をはじめとした環境の保全が大きな課題となっている。このた

め、長期的な視点で水資源の確保を図り、上水道事業や簡易水道事業等を推進することが必要

である。

　一方、水資源開発の推進と併せ、水源林育成にも努めることが必要である。

（10）下水道等

【現　況】

　本地域の下水道は、4市3町を処理区域とする豊川流域下水道はじめ東三河5市4町で下水道が

供用開始しているが、下水道普及率（処理人口／行政人口）は62.2％（平成17年度末）と、全

国平均69.3％、県平均64.1％を下回っている状況にある。（平成17年度末）

　また、農業集落における良好な生活環境を確保するため、農業集落排水事業を実施中である。

【整備方針】

　本地域の下水道の整備水準は、県、全国に比べ低い状況にあり、今後も引き続き水準を向上

させるため、豊川流域下水道事業及び関連公共下水道事業、単独公共下水道事業、都市下水路

事業を積極的に進めることが必要である。さらに、設楽町、東栄町等の中山間地域における生

活環境の整備を進めるため、特定環境保全公共下水道事業の推進を図る。

　また、農業集落における良好な生活環境を確保するため、豊橋市、新城市、田原市において、

農業集落排水事業を実施し農業地域における生活環境の向上を図る。

第４章
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（11）公園

【現　況】

　本地域における都市公園は、豊川市の赤塚山公園、新城市の県営新城総合公園、田原市の白

谷海浜公園はじめ5市2町において499箇所約558haが整備されたが、一人当たりの公園面積は

7.56㎡（平成16年度末）と全国平均8.7㎡（平成15年度末）をやや下回っている。

【整備方針】

　公園については、都市環境の整備保全やレクリエーション機能及び防災機能の充実を図るた

め、その整備を積極的に推進する。

　特に、本地域の広域レクリエーションの核となる豊川市・御津町にまたがる新規広域公園の

東三河ふるさと公園の整備を促進するとともに、総合公園として、豊橋市の豊橋公園、運動公

園として、豊橋市の豊橋総合スポーツ公園、豊川市の豊川市スポーツ公園、田原市の中央公園

などの整備を図る。



産業基盤整備 2

63

（1）農林水産業関連施設

【現　況】

　本地域は、全国有数の優良農業地帯を形成しており、土地改良事業を中心とした農業基盤整

備が古くから積極的に進められている。また、林業については、林道や「HOLZ三河」を始め

とした木材の流通加工施設等の基盤整備を行ってきたが、木材価格の低迷、担い手の高齢化等

により厳しい環境にある。

　さらに、漁業は、三河湾及び渥美外海を主漁場とし、漁業環境の整備を推進している。

【整備方針】

　農業基盤の整備や農業経営の安定化を図るため、豊橋市、田原市、音羽町において、県営ほ

場整備事業や県営畑地帯総合整備事業等の推進を図る。また、中山間地域や半島部における農

業基盤整備を図るため、農道整備事業により、農道等の整備を図ることが必要である。

　林業については、厳しい環境の中、森林施業の低コスト化を図るため、林道開設事業、小規

模林道事業、ふるさと林道整備事業等による林道等の路網整備を始めとする各種基盤整備及び

除間伐等の森林整備を進めていく。

　なお、水産業については、漁港等の基盤整備を促進するとともに、県栽培漁業センターを中

核とした「つくり育てる漁業」の積極的な推進を図る。

（2）工業関連施設

【現　況】

　本地域の工業基盤整備は、昭和39年に豊橋市をはじめとする4市7町が工業整備特別地域に指

定され、工業用地の造成、道路、港湾等輸送用施設の設備をはじめ住宅、上水道の整備など工

業立地条件の改善と都市基盤整備等を進めてきたが、本制度は平成16年3月末で終息している。

　工業用地としては、平成6年度から17年度に豊橋市の石巻西川地区など2か所、豊川市の穂ノ

原地区など2か所、蒲郡市で１か所、新城市の新城南部地区など2か所、田原市の1か所、豊橋市・

御津町の1か所等が造成され、活用を図っている。

【整備方針】

　本地域の工業活動を支える基盤を強固にするため、第二東名高速道路新城インターチェンジ

（仮称）周辺において、中山間地域の就業機会の確保等を目的とした企業団地等の整備を促進

することをはじめ、豊川市及び蒲郡市の工業団地の造成を進めることが必要である。
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　さらに、豊橋市、田原市、御津町において、三河港の港湾機能と連携した臨海工業用地の造

成を促進する必要がある。

（3）商業関連施設

【現　況】

　本地域の商業機能は、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の都心部を中心に集積が図

られてきたが、最近はモータリゼーションの進展に伴い、各市街地の郊外への展開が活発化し、

都心部の求心力が低下している。

　こうした中、豊川諏訪市街地拠点地区では、市街地再開発事業や、公共駐車場、上空通路整

備事業などが行われ、商業機能の集積が進展した。

【整備方針】

　地域住民の多様な消費ニーズに対応するため、豊橋駅前拠点地区、蒲郡駅南・竹島周辺拠点

地区、田原中央市街地拠点地区における市街地再開発事業や、にぎわいづくりを推進し、高度

で特色のある商業機能の集積を図ることで、低下傾向にある都心部の求心力を高める。

（4）高度産業業務支援施設

【現　況】

　本地域は、産業技術首都を目指す愛知県の東端として、輸送機械を中心とした加工組立型産

業の集積が図られている。しかしながら近年、産業のソフト化や高度化に対応するため、研究

開発機能や各種サービス関連産業の集積、育成を図ることが必要となってきており、すでに、

豊橋技術科学大学との連携による産学官共同事業を行うための中核施設として豊橋サイエンス

コアが整備されている。

【整備方針】

　東三河産業業務拠点地区において、本地域の産業の高度化や活性化を図るための産業業務施

設団地（豊橋リサーチパーク）や産業業務機能支援センター（仮称）の整備について取り組み

を進める。　　　　　

　また、新城インター周辺拠点地区においては、東三河産業業務拠点地区との連携や高速交通

体系の結節機能を十分に活かした高度な産業団地の整備を進めることが必要である。
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【現　況】

　本地域の教養文化施設は、豊橋市をはじめとする5市を中心に、公会堂・市民会館等が16箇所、

図書館が9箇所整備されている。また、博物館法により登録された豊橋市美術博物館、豊橋市

自然史博物館、豊橋市地下資源館、田原市博物館をはじめ、博物館相当施設に指定された豊橋

総合動植物公園、その他50の博物館類似施設が整備されている。（平成16年　文化行政関係事

業計画書）

　また、高等教育機関は、豊橋技術科学大学、愛知大学、愛知大学短期大学部、豊橋創造大学、

豊橋創造大学短期大学部、愛知工科大学、愛知工科大学短期大学部、愛知新城大谷大学、愛知

新城大谷大学短期大学部がある。

【整備方針】

　住民の多様な教養文化、生涯学習ニーズに適切に対応するため、個性豊かな地域文化を創造

するための場、地域の歴史や文化の継承の場となる教養文化環境の充実を図る。

　また、地域の資源を活かした文化活動や住民の主体的な生涯学習活動等を支援するため、人

材育成、地域の大学との連携強化、文化施設等の利活用を推進する。

第４章
重点的に推進する
公共施設の整備方針



観光・スポーツ・レクリエーション施設 4
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【現　況】

　本地域は、天竜奥三河国定公園、愛知高原国定公園、三河湾国定公園が広がり、これらの間

に振草渓谷県立自然公園、段戸高原県立自然公園、桜淵県立自然公園、本宮山県立自然公園、

石巻山多米県立自然公園、渥美半島県立自然公園といった山岳から海岸におよぶ広域的な自然

が広がっており、これらの自然環境を活かした歴史・文化・民俗芸能・温泉などの観光資源が

点在している。

　また、吉田城鉄櫓の整備（豊橋市）、千代姫周辺整備（東栄町）、茶臼山高原施設整備（豊根村）、

新豊根ダム周辺環境整備（豊根村）、トンボ公園の整備（小坂井町）、伊奈城趾周辺の整備（小

坂井町）などの事業が完了するとともに、民間ではラグーナ蒲郡や伊良湖クリスタルポルトな

どが開業している。その他、体育館、野球場、陸上競技場、プール、テニスコート、ゴルフ場

や県営のヨットハーバー、スキー場も整備されている。

【整備方針】

　本地域の特色である山から海にいたる豊富な自然環境をいかした観光・レクリエーション施

設として、竹島園地の整備（蒲郡市）、桜淵県立自然公園の整備（新城市）、きららの森の整備

（設楽町）などを推進する。

　また、史跡や文化財を活かした観光・レクリエーション施設として、御油松並木周辺整備（豊

川市）、牧野城跡整備（豊川市）などの整備を推進する。

　さらに、観光・物産販売機能を充実した施設として、赤羽根漁港周辺の整備（田原市）、地

域物産センターの整備（田原市）などを推進する。今後は、このような地域特性を活かした施

設を積極的に整備するとともに、地域内外の交流人口の拡大を促すようなネットワーク化や、

ルート化を進める。

　また、スポーツ施設としては、豊橋総合スポーツ公園（豊橋市）、豊川市スポーツ公園（豊川市）、

新城市総合スポーツセンター（仮称）（新城市）、中央公園（田原市）などの整備を進める。



保健・医療・福祉施設 5
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【現　況】

　本地域の医療施設は、病院が47箇所、一般診療所が513箇所(H17.10.1現在)などとなっており、

保健施設としては、保健所が3箇所、保健センターが14箇所設置されている。さらに豊橋市民

病院、蒲郡市民病院、新城市民病院、渥美病院、豊橋医療センター等の新・増築事業を行い、

地域の基幹病院、災害拠点病院としての機能充実を図ってきた。

　また、少子高齢化に対応した福祉保健施設や児童福祉施設の充実を図っている。

【整備方針】

　高齢化や過疎化の進行及び医療需要の増大などに適切に対応できるような医療施設や自主的

な健康づくりを支援する福祉保健施設の整備・充実を図る。

　また、健康増進から疾病予防、治療など一貫した保健医療サービスがいつでも、どこでも、

誰でも適正に受けられる保健医療供給体制の充実を図る。

　豊橋市においては、子どもの健やかな成長のため、心身障害児の早期発見、早期療育や発達

支援に関する相談を行うこと等を目的とした地域療育センター (仮称)を保健所・保健センター

と一体で整備し、本地域における総合的な療育支援事業の拠点を目指すとともに、豊川市にお

いては、市民病院の新築事業を推進し、地域の基幹病院としての機能充実を図る。

　今後は、さらにそれらを担う人材の育成や確保を図る必要がある。

第４章
重点的に推進する
公共施設の整備方針
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　本地域における居住環境の向上については、都市機能の集積や自然環境との関連を図りつつ、

効率的な土地利用を進めることにより、都市と農山漁村と自然が調和した良好な居住環境づく

りを推進するものとする。また、気候・風土・文化等の地域特性を生かした住宅及び住宅用地

の供給、生活道路や上下水道、公園等の整備を総合的に進めるとともに教養文化施設やスポー

ツ・レクリエーション施設等の公共施設と一体となった居住環境の整備を進める。

　本地域の住宅数は、284,260戸（平成15年住宅統計調査）となっている。住宅状況（平成15

年住宅統計調査）については、最低居住水準未満の世帯割合は東三河で3.1％となっており、

愛知県の3.6％、全国の4.2％に比べると比較的良好な状況となっている。

　さらに、本地域の持ち家率（平成12年国勢調査）は、64.7％であり、愛知県平均の57.3％と

比べ高くなっている。また、公営住宅の管理戸数は平成15年度で、県営住宅が5,115戸、市町

村営住宅が6,543戸の合計11,658戸となっている。なお、地域全体における住宅着工戸数は、平

成14年度で5,984件となっている。

　このように、本地域の居住環境については、持ち家率も高く、比較的良好な状況にある。今

後は、少子高齢化による人口の減少が見込まれるため、これらに対応した良好な居住環境の整

備を進めていかなくてはならない。

　本地域は、豊かな自然環境と恵まれた交通条件等といった地域特性を生かして、地方定住化

を促進させるような地方拠点都市地域の形成を目指しており、拠点地区等を中心に総合的な生

活空間づくりを進める。

　このため、市街地の整備改善を図ることを目的に、商業活性化のための事業を一体的に推進

し、文化的で賑わいのあるまちづくりを進めるとともに高齢者に住みやすいまちづくりを進め

る必要がある。また、都心居住を進めるため、低未利用地を活用して中高層分譲マンションを

誘導するとともに市街地再開発事業などにより、土地の高度利用、市街地の不燃化を図り、高

齢者対応住宅の供給などを推進する。

　市街化の進行している地域については、秩序ある市街地の形成と良好な住宅宅地の供給を図

るため、土地区画整理事業等により、健全な市街地形成を図る。　　　

　また、地域に根ざした住宅環境づくりを進めるため、住宅マスタープラン等に基づき、多様

で良質の住宅の誘導を図り、若者から高齢者までが安心して住める住宅及び住宅地の整備を図

る。

第５章
重点的に推進する
居住環境の整備方針
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72

　一方、農山漁村地域については、周辺環境と調和した居住環境や景観を維持し、高齢化に対

応した住宅等への改善を推進する。これらの事業推進により、都市と農山漁村との居住につい

ての選択肢を増やし、定住等の条件の向上に努める。

　公的住宅については、ライフスタイルの多様化や少子高齢社会などに対応し、民間住宅市場

の動向を踏まえつつ、量より質の高い低廉な公的住宅の整備を図る。

　建設や建替にあたっては、循環型社会に配慮した環境共生住宅の導入や高齢者・障害者に配

慮した福祉対応住宅の供給促進を図る。

　また、「子育て世帯支援」を始めとする家族形態の変化などに対応した住み替え可能な住宅

の供給を図る。
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　本地域が、新しいライフスタイルをリードしていけるような「生活の都」を実現するために

は、高次都市機能及び居住環境の整備、新産業業務基盤の整備と合わせて、地域の活力を生み、

それを支える人材の育成・確保、地域の一体感や相互理解の向上につながる地域間交流、地域

固有の伝統・文化の継承や、新しい文化を育む教養文化活動等を積極的に推進する。なお今後、

これらの事業を地域が一体となって取り組んでいくため、本地域に最も適した仕組みを検討し

進めていく。

【現　況】

　本地域では、これからの地域づくりを担う人材を育成・確保するため、各市町村、大学、各

種団体等によって、様々な人材育成事業が実施されている。特に、中山間地域においては、地

域に残る文化や産業を継承するため、地域に住む人材や伝統芸能・伝統技術を生かした個性的

で意欲的な取り組みが行われている。

　また、知的財産を有する大学などの学術機関では、市町村との連携を図りつつ住民に開かれ

た大学講座の開講や、まちづくりワークショップを行うなど地域の人材育成に積極的に取り組

んでいる。

　さらに、東三河懇話会や奥三河ビジョンフォーラム等の地域開発を考える民間団体やＮＰＯ

等も、各方面にわたる幅広い地域人材育成事業を実施している。

【推進方針】

　人材の育成・確保については、生涯学習、スポーツ、芸術文化等多様なニーズに対応できる

指導者やボランティアの育成活動を一層強化するため、行政機関、大学等の学術機関や各種団

体等による幅広い人材育成事業を推進する。

　また、次世代の地域産業を担う技術者等の育成については、公的試験機関、豊橋技術科学大

学、（株）サイエンス・クリエイト等による技術交流や技術者研修を積極的に支援するとともに、

若年層を中心としたＵ・Ｉターンを促進するための人材確保活動を促進する。　　　　　　　

　さらに、高齢化の進行に対応した生きがいにあふれた地域社会の形成を図るため、保健・医

療・福祉分野におけるマンパワー等の育成を推進する。

【現　況】

　本地域は、海から山に至る幅広い圏域で構成され、圏域内及び三遠南信地域の連携など近隣

市町村間においても、活発な連携・交流活動が行なわれている。

第６章
人材育成、地域間交流、
教育文化活動等の推進
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　連携においては、東三河地区消防相互応援協定締結や2005年に行なわれた愛知万博における

一市町村一国フレンドシップ事業を契機にした広域国際交流事業を東三河が一体となって開催

するなど、生活に密着した具体的な取り組みを強めている。

　また、東三河懇話会や奥三河ビジョンフォーラム等の産学官交流活動やＮＰＯによる広域で

の活動など民間団体が中心となった取り組みも盛んに行われている。

　さらに交流面では、豊橋市が南通市（中国）、トリード市(米国)と、豊川市がキュパティーノ

市（米国）と、新城市がニューキャッスル市（米国）、ヌシャテル市（スイス）、田原市がジョ

ージタウン市、プリンストン市及びギブソン郡（米国）、昆山市（中国）と姉妹都市交流や友

好都市交流を進めている。一方住民レベルでの国際交流では、田原市の凧保存会が姉妹都市に

支部を設立するなど独自の活動が図られているほか、青い目の人形交流や設楽町の子供歌舞伎

のような国際的な文化交流も盛んに行われている。

【推進方針】

　本地域では、東三河地域に対する一体的な郷土意識の向上を促すとともに、他の地域に対す

る理解を深めるため、生涯学習・文化、スポーツ・レクリエーション、産業・経済、広域国際

交流等を通じた地域内外にわたる多様な交流活動を支援し、連携事業への展開を図る。

　また、地域産業の高度化・活性化を図るため、豊橋サイエンスコア等で行われている異業種

交流活動や技術研究会等を積極的に支援するとともに、産学官交流活動や大学などの高等教育

機関との連携した地域づくりに対しても積極的に支援・参加するなど、地域課題の解決に向け、

多様な主体と連携した取り組みを進めていく。

　さらに、地域全体で、地域内外の交流活動を活発化するため、各市町村間で行われている交

流活動や定住促進活動に積極的に取り組む。

　海外との交流においては、本地域には豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、東栄町に

国際交流協会が設置され、市民レベルや企業レベルでの国際交流が展開されているが、愛知万

博のフレンドシップ事業の発展的な取り組みとして、今後一層の市民文化・産業などの面での

交流が期待されるので、幅広い分野における国際交流活動を積極的に展開し、愛知県が進める

国際交流大都市圏構想に基づく広域国際交流を推進していく。

【現　況】

　本地域では、住民の教養文化活動への多様なニーズに対応するため、各市町村において、様々

な教養講座、講演会、音楽会、文化祭、研修会等が開催されている。

　さらに、新城市を中心とした中山間地域においては、花祭りや田楽等の豊富な民俗芸能を生

かした奥三河芸能祭が毎年行われている。また、当協議会でも、情報誌『ほの国通信』やホー

ムページで地域内の多様な取り組みを紹介してきた。



観光のネットワーク化 4
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【推進方針】

　住民それぞれの多様な教養文化活動への関心の高まりに対応し、地域の特性を生かした豊か

な地域文化を創造するため各市町村において、図書館、文化会館、博物館、生涯学習センター

や学校等の教養文化施設の充実や相互活用を進めるとともに、現在行われている各種の教養文

化事業をさらに充実し、住民が主体的に生涯学習活動を行えるような環境づくりを進める。

　また、地域の民俗芸能や伝統文化を保存伝承するため、これらの様々な地域資源の保全・発

掘を進めるとともに、現在行われてる奥三河芸能祭や三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会などを

支援し、地域に対する意識の高揚と伝統芸能・文化の保存を図る。

【現　況】

　本地域では、山や海という自然や史跡、伝統芸能といった観光・レクリエーション資源が数

多くあり、これらを生かした施設整備や東三河広域観光協議会などによる観光キャンペーン等

のイベントの開催や共通パンフレットの作成などが積極的に行われている。

　また、豊橋市と飯田市を結ぶJR飯田線を活用した観光のルート化やネットワーク化を進め

るため、同線の沿線市町村による共同の取り組みも行われている。

【推進方針】

　地域の一体的な活性化と交流を推進するため、地域内の海から山におよぶ多種多様な観光・

レクリエーション資源の見直しと再発見を進めるとともに、これらのネットワーク化・ルート

化を推進し、地域内外からの交流人口の拡大を図る。

　このため、地域全体を対象とした観光キャンペーンの実施などを進める。また、これらの事

業を円滑に進めるため、民間との連携強化や情報収集・発信機能等の充実に努める。

第６章
人材育成、地域間交流、
教育文化活動等の推進
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　本計画は、「21世紀の国土のグランドデザイン」第五次全国総合開発計画、中部圏基本開発

整備計画、「新しい政策の指針(愛知県)」、第四次豊橋渥美広域市町村圏計画、第四次宝飯地区

広域市町村圏計画、第四次新城南北設楽広域市町村圏計画、各市町村の総合計画、都市計画、

農業振興計画その他法に基づく各種の計画等に配慮しつつ作成したものであり、本計画の推進

に当たっても、これらの各計画との調和を図りながら進める。

　

　本地域における豊かな自然環境は、地域の独自性を維持し、地域住民が快適で文化的な生活

を営む上で不可欠なものとなっている。

　本地域内を流れる代表的な豊川は全国的にも良好な水質であるが、その他の河川においては

必ずしも水質改善が進んでいるとはいえず、また、三河湾の水質も富栄養化により一部で環境

基準を達成していない。

　このため、本計画の推進にあたっては、生活排水や産業排水を適正に処理することにより、

河川はもとより、三河湾の水質保全に十分配慮する。

　また、大気汚染、騒音、振動、地盤沈下等の公害の防止、産業廃棄物の適正な処理等の環境

保全に配慮するとともに、地域の恵まれた風力、太陽熱・光、バイオマスなど再生可能エネル

ギーを有効活用した新エネルギーの導入促進を図り、地球温暖化対策及び地域環境の保全に努

める。

　この他、自然公園を始め、干潟、里山等の自然環境の保全に努める。特に渥美半島の表浜海

岸に上陸するアカウミガメを保護するため、車両の乗り入れを規制する。

　本地域における地価はバブル崩壊以降下落し、不安定な状況にある。今後とも都市地域の充

実のため、国や県等と連携しながら地価の動向及び取引状況に留意しつつ、適正な土地利用の

推進を図っていく。

第７章
計画推進にあたっての
留意事項



適正かつ合理的な土地利用の確保 4
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農山漁村の整備の促進等に関する配慮 7
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　本計画の推進にあたっては、調和のとれた地方拠点都市地域にふさわしい空間形成を図るた

め、国土利用計画法、都市計画法並びに農業振興地域の整備に関する法律など関係法令に基づ

く計画との整合を保ちながら、土地基盤整備や公共施設整備を進め、適正かつ合理的な土地利

用を図る。

　本計画の推進にあたっては、三河港の耐震バース化を含め都市防災施設の整備、建築物の耐

震・不燃化、区画整理や市街地再開発による面的整備など、都市の防災構造対策等に努める。

　また、適切な治山、治水対策、水資源開発等により国土の保全、水資源の確保に努めるとと

もに、交通の安全確保及び住民生活における治安の維持を図る。

　さらに、東海・東南海地震や複雑多様化する消防需要に広域的に対応するため、平成8年（平

成17年11月改訂）に既に東三河地域11市町村を含んで「三遠南信災害時相互応援協定」を締結

しているが、今後は災害支援のための広域的なネットワークの構築、高度化、高機能化等を図る。

　電子自治体を実現し、住民サービスの向上と事務の効率化を図るため、地域の情報化を推進

するとともに、地域間の格差是正に努める。また、携帯電話不通区域の解消にも努める。

　本計画の推進にあたっては、本地域内の農山漁村における生産基盤及び生活環境の整備を進

め、農林漁業の振興に配慮する。また、農林漁業における土地利用の調整や農業用水、優良農

地の確保等に努め、都市、農山漁村を通じた一体的な整備の促進による地域社会の均衡ある発

展に十分配慮する。



地域産業の健全な発展との調和 8

周辺地域への配慮 9
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　活力のある自立的な地方拠点都市地域を形成するためには、地域産業の高度化・活性化を図

るとともに、広域共同圏域として産業面においても広域国際交流推進地域を目指し、自動車産

業の集積をはじめモノづくり技術の継承や先端型企業の育成・誘致などを推進し、就業機会の

拡大を図っていくことが重要である。

　さらに本地域は、第二東名高速道路をはじめ、広域的な高速交通体系による交通機能の飛躍

的な向上が見込まれていることから、これらの機能と連携した流通基盤や生産基盤の整備を図

る。なお、本地域の主要な産業である農業など第一次産業の基盤整備や生産、加工、流通施設

の整備促進に努める。

　また、拠点地区やこれらと連携を図り一体として整備する地区間の連携強化と恵まれた自然

環境等を生かした観光レクリエーション機能の整備を推進し、地域の均衡ある発展を促進する。

　本地域の整備が周辺地域に適切な波及効果をもたらすように、広域的な交通・情報通信ネッ

トワークの整備、産業の振興等に十分配慮する。

　特に、三遠南信自動車道をはじめとする幹線道路等の整備により、アクセス条件が向上する

三遠南信地域や伊勢湾岸地域との連携に配慮する。

　本計画を円滑に推進していくため、地域住民や経済界の意向を的確に反映するよう十分に配

慮するとともに、関係11市町村による「東三河地方拠点都市地域整備推進協議会」や各広域市

町村圏協議会を通じた関係市町村間の連絡、調整の充実を図る。

　また、国・県等関係機関との連携を密にし、各種事業の円滑な実施に努める。

第７章
計画推進にあたっての
留意事項




