
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成30年01月31日

計画の名称 豊橋市の安全・安心かつ快適に暮らすことができる、未来へつなぐまちづくり（防災・安全）

計画の期間   平成２９年度 ～   平成３３年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 豊橋市

計画の目標 本市は中心市街地を取り囲むように良好な居住環境を創出してきた。しかし、防災や安全上に不安を抱える地域もあるため、狭隘道路を解消し、幹線道路を始めとして歩道付き道路などを整備することにより、安全に歩行できる環

境を構築するとともに、災害時に迅速かつ円滑な消防活動が出来、安全に避難出来る環境を創出する。併せて都市公園を整備することにより、発災直後に身を守ることが出来る環境を創出する。また、交差点改良を実施することに

より、交通事故の削減に取り組む。これにより、安全・安心かつ快適に暮らすことができる、未来へとつながるまちづくりを行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               4,103  Ａ               3,892  Ｂ                   0  Ｃ                 211  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      5.14 ％

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

H29当初 H31末 H33末

   1 土地区画整理事業施行地区内の人口を5,286人（H29当初）から6,313人（H33末）に増加

土地区画整理事業３地区内の人口を累計する。 5286人 人 6313人

当初現況値：平成29年4月の地区内人口、最終目標値：平成33年度末の地区内人口

   2 土地区画整理事業施行地区内における安全で安心して通行できる歩道付き道路の整備率を54.0%（H29当初）から100%（H33末）に増加

土地区画整理事業３地区内の歩道付き道路の整備率を算出する。 54% % 100%

（歩道付き道路の整備率）＝（施工済延長）／（計画上の総延長）

   3 土地区画整理事業施行地区内における消防車両進入困難区域率を10.0%（H29当初）から0.6%（H33末）に減少

土地区画整理事業３地区内の消防車両進入困難区域率を算出する。 10% % 1%

（消防車両進入困難区域率）＝（幅員４メートル未満の道路に連続して接している区域面積）／（土地区画整理事業３地区総面積）

   4 豊橋牟呂坂津土地区画整理事業施行地区に隣接し、都市計画道路大西東脇線に接続する交差点における交通事故件数を2割減少

交差点改良実施箇所における交通事故件数の減少率を算出する。 0% % 20%

1 －（交差点改良実施完了翌年からの平均交通事故件数）／ （平成26～30年の平均交通事故件数）

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 －

1 案件番号： 0000060777



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 H29 H30 H31 H32 H33 （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

市街地整備事業 A13-001 市街地 一般 豊橋市 直接 豊橋市 － － 豊橋牟呂坂津土地区画整

理事業(1-A-1)

都市再生区画整理　21.2ha 豊橋市  ■  ■  ■  ■  ■         980 －

A13-002 市街地 一般 豊橋市 間接 組合 － － 豊橋牛川西部土地区画整

理事業(1-A-2)

都市再生区画整理　43.0ha 豊橋市  ■  ■  ■  ■         514 －

A13-003 市街地 一般 豊橋市 間接 組合 － － 豊橋柳生川南部土地区画

整理事業(1-A-3)

都市再生区画整理　66.5ha 豊橋市  ■  ■  ■  ■  ■       2,011 －

 小計       3,505

道路事業 A01-004 街路 一般 豊橋市 直接 豊橋市 区画 改築 豊橋牟呂坂津地区((都)三

ツ山通)(1-A-4)

道路延長　732m 豊橋市  ■  ■  ■         339 －

A01-005 道路 一般 豊橋市 直接 豊橋市 都道府

県道

交安 牟呂外神町交差点ほか 交差点改良2箇所 豊橋市  ■          48 －

 小計         387

1 案件番号： 0000060777



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 H29 H30 H31 H32 H33 （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

合計       3,892

2 案件番号： 0000060777



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 H29 H30 H31 H32 H33 （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

市街地整備事業 C13-001 市街地 一般 豊橋市 直接 豊橋市 － － 三ツ山公園(1-C-1) 公園施設整備　0.45ha 豊橋市  ■  ■          85 －

都市再生区画整理事業（1-A-1）の区域内に都市公園を整備することにより、災害時の一時避難場所として活用するとともに、ゆとりを感じることができる居住環境の創出に寄与する。

C13-002 市街地 一般 豊橋市 直接 豊橋市 － － 牛川洗島第一公園(1-C-2) 公園施設整備　0.25ha 豊橋市  ■  ■          40 －

都市再生区画整理事業（1-A-2）の区域内に都市公園を整備することにより、災害時の一時避難場所として活用するとともに、ゆとりを感じることができる居住環境の創出に寄与する。

C13-003 市街地 一般 豊橋市 直接 豊橋市 － － 牛川西側公園(1-C-3) 公園施設整備　0.25ha 豊橋市  ■  ■          50 －

都市再生区画整理事業（1-A-2）の区域内に都市公園を整備することにより、災害時の一時避難場所として活用するとともに、ゆとりを感じることができる居住環境の創出に寄与する。

C13-004 市街地 一般 豊橋市 直接 豊橋市 － － 松島公園(1-C-4) 公園施設整備　0.18ha 豊橋市  ■  ■          30 －

都市再生区画整理事業（1-A-3）の区域内に都市公園を整備することにより、災害時の一時避難場所として活用するとともに、ゆとりを感じることができる居住環境の創出に寄与する。

C13-005 市街地 一般 豊橋市 直接 豊橋市 － － 土地区画整理事業地区内

交差点安全対策事業(1-C-

6)

道路照明灯9基、道路反射鏡9

基

豊橋市  ■  ■  ■           6 －

都市再生区画整理事業(1-A-1,1-A-2,1-A-3)とともに地区内の交差点において安全対策を行うことにより、一層の歩行者の安全が確保でき、安全・安心な居住環境の創出に寄与する

 小計         211

合計         211

1 案件番号： 0000060777



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H29

配分額 (a)                      26

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                      26

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                       0

翌年度繰越額 (f)                      26

うち未契約繰越額(g)                       0

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       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： 0000060777



（参考図面）

計画の名称 豊橋市の安全・安心かつ快適に暮らすことができる、未来へつなぐまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成29年度　～　平成33年度　（5年間） 豊　橋　市交付対象

豊橋駅

三河湾

柳生川

豊川

豊川放水路

市役所

1-A-3 豊橋柳生川南部土地区画整理事業

66.5ha

国道23号

国道１号

1-A-1 豊橋牟呂坂津土地区画整理事業 21.2ha

ＪＲ二川駅

1-A-2 豊橋牛川西部土地区画整理事業 43.0ha

総合動植物公園

1-A-4 豊橋牟呂坂津地区((都)三ツ山通)

（道路延長 732ｍ）

1-C-1 公園事業（三ツ山公園）

（公園施設整備 0.45ha）

1-C-4 公園事業（松島公園）

（公園施設整備 0.18ha）

1-C-2 公園事業（牛川洗島第一公園）

（公園施設整備 0.25ha）

（1-A-5）牟呂外神町交差点ほか

（交差点改良2箇所）

1-C-3 公園事業（牛川西側公園）

（公園施設整備 0.25ha）

1-C-5 土地区画整理事業地区内交差点安全対策事業

（道路照明灯9基、道路反射鏡9基）
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