
現状値 目標値

1 特定天井改修工事 防災・安全交付金【国土交通省】 市民文化会館、令和5年度～7年度：DB実施設計・工事 ー
修繕率100％
（令和7年）

1-1 ア－② 豊橋市
文化・スポー
ツ部

「文化のまち」
づくり課

2 特定天井改修工事 防災・安全交付金【国土交通省】 公会堂、令和8年度：調査・設計、令和9年度：天井改修工事 ー
修繕率100％
（令和9年）

1-1 ア－② 豊橋市
文化・スポー
ツ部

「文化のまち」
づくり課

3 保育所・認定こども園施設整備 保育所等整備交付金【厚生労働省】
保育所等整備計画に基づき、保育所等を整備・修繕する。令和
２年度以降年３か園程度

改修率30％
（令和元年）

改修率100％
（令和17年度）

1-1 ア－② 豊橋市 こども未来部 保育課

4
住宅・建築物の耐震化の促進
（住宅・建築物安全ストック形成事業）

防災・安全交付金【国土交通省】

住宅所有者の行う耐震化事業に対する助成制度や啓発等によ
り 、市内住宅の耐震化 のを促進する等、住宅・建築物安全ス
トック形成事業を推進し、市内住宅及び建築物（ブロック塀等
を含む）の安全を確保する。

住宅の耐震化率91.0%（令
和2度末）

住宅の耐震化率95%
（令和7年度末）

1-1 ア－② 豊橋市 建設部
建築物安全推進
課

5
住宅・建築物の耐震化の促進
（住宅・建築物安全ストック形成事業）

防災・安全交付金【国土交通省】

建築物所有者の行う耐震化事業に対する助成制度や啓発等によ
り、市内建築物の耐震化を促進する等、住宅・建築物安全ス
トック形成事業を推進し、市内住宅及び建築物（ブロック塀等
を含む）の安全を確保する。

特定既存耐震不適格建築物
数　357棟（令和2年）

目標値設定なし 1-1 ア－② 豊橋市 建設部
建築物安全推進
課

6 住宅・建築物の耐震化の促進
住宅市街地総合整備促進事業費補助＜④地域防災拠点建築
物整備緊急促進事業＞【国土交通省】

耐震診断義務付け対象建築物である、耐震性のない（1）要緊急
安全確認大規模建築物及び（2）要安全確認計画記載建築物につ
いて、引き続き所有者に対して耐震化の促進をはたらきかけて
いく。

要緊急安全確認大規模建築
物数　3棟（令和2年）
要安全確認計画記載建築物
数　　10棟（令和2年）

要緊急安全確認大規模建築
物数　0棟（令和7年）
要安全確認計画記載建築物
数　5棟（令和7年）

1-1 ア－② 豊橋市 建設部 建築物安全推進課

7 特定天井改修工事 防災・安全交付金【国土交通省】
こども未来館、令和3年度：調査　令和4年度：設計、令和5年
度：天井改修工事

ー
修繕率100％
（令和5年）

1-1 ア－② 豊橋市 こども未来部 こども未来館

8
豊橋駅東西自由連絡通路・二川駅南北自由連絡通
路の天井脱落対策

防災・安全交付金【国土交通省】
令和元年度に実施した建築基準法第12条に準ずる法定点検の結
果に基づき、天井脱落対策を令和4年度～令和7年度に実施す
る。

修繕率0％
（令和2年度）

修繕率100％
（令和7年度）

1-1 イ－③ 豊橋市 建設部 土木管理課

9 豊橋牟呂坂津土地区画整理事業① 防災・安全交付金【国土交通省】

土地区画整理事業により道路等の公共施設を整備し、避難空間
の確保を推進する。
地区面積　21.2ha
事業期間　令和７年度まで
全体事業費　12,044百万円

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率
現状値：88.0％
（令和元年度）

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率
目標値：100％
（令和7年度）

1-2 ア－② 豊橋市 都市計画部 区画整理課

10 豊橋牛川西部土地区画整理事業① 防災・安全交付金【国土交通省】

土地区画整理事業により道路等の公共施設を整備し、避難空間
の確保を推進する。
地区面積　43.0ha
事業期間　令和７年度まで
全体事業費　16,784百万円
都市計画道路供用開始予定　令和5年度
（牛川町線、外郭線、牛川西部線、牛川町1号線）

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率
現状値：85.5％
（令和元年度）

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率 目標値：100％
（令和7年度）

1-2 ア－② 豊橋市 都市計画部 区画整理課

11 豊橋柳生川南部土地区画整理事業① 防災・安全交付金【国土交通省】

土地区画整理事業により道路等の公共施設を整備し、避難空間
の確保を推進する。
地区面積　66.5ha
事業期間　令和８年度まで
全体事業費　22,789百万円
都市計画道路供用開始予定　令和6年度
（一色高洲線、汐田通、元浜通）

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率
現状値：74.4％
（令和元年度）

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率
目標値：100％
（令和8年度）

1-2 ア－② 豊橋市 都市計画部 区画整理課

12 空家等対策事業の促進
住宅市街地総合整備促進事業費補助＜②空き家対策総合支
援事業＞【国土交通省】

空家等対策に関して、老朽放置空家の解体処分にかかる費用の
一部を補助することで、当該建築物の除却を推進する。

管理が不適切な空家件数
169件（平成28年）

管理が不適切な空家件数
0件（令和8年）

1-2 ア－② 豊橋市 建設部 建築物安全推進課

13 避難支援場所への防災倉庫整備 防災・安全交付金【国土交通省】
指定避難所が近くに存在しないエリアへ防災倉庫を整備し、一
時避難時の安全性の確保を図る。平成29年度末において整備数
が1か所であるため令和3年度までに市内10か所整備する。

10％
（平成29年度末）

100％
（令和3年）

1-3 ア－② 豊橋市 ー 防災危機管理課

14 自転車ネットワーク路線の整備 防災・安全交付金【国土交通省】
豊橋市自転車活用推進計画に基づき、自転車ネットワーク路線
の整備を行う

17.05km（令和2年度） 38.6km（令和12年度） 1-3 ア－⑦ 豊橋市 建設部 道路建設課

15 飯村町・大岩町47号線ほかの歩道整備 防災・安全交付金【国土交通省】
市道　飯村町・大岩町47号線ほかの歩道の設置を行う
整備延長　L=740ｍ

工事施工中（令和2年度） 完了（令和3年度） 1-3 ア－⑦ 豊橋市 建設部 道路建設課

16 石巻西川町・石巻中山町1号線の歩道整備 防災・安全交付金【国土交通省】
市道　石巻西川町・石巻中山町1号線の歩道の設置を行う
整備延長　L=540ｍ

工事施工中（令和元年度） 完了（令和5年度） 1-3 ア－⑦ 豊橋市 建設部 道路建設課

17 農業用排水機場の停電対策 農業水路等長寿命化・防災減災事業【農林水産省】 自家発電機の設置（吉前P、高師第2P、老津第2P、大山P） 設置数0箇所（令和元年） 設置数4箇所（令和6年） 1-4 ア－② 豊橋市 建設部 河川課

18
頻発する風水害・土砂災害に対する事前防災・減
災対策の推進

防災・安全交付金【国土交通省】 河川及び河川付属施設にライブカメラ、水位計等の設置 設置数0箇所（令和元年） 設置数16箇所（令和6年） 1-4 ア－② 豊橋市 建設部 河川課

19
頻発する風水害・土砂災害に対する事前防災・減
災対策の推進

防災・安全交付金【国土交通省】
近年の豪雨災害等を踏まえた水害対策における、維持修繕的な
河道掘削及び樹木伐採等の実施（山中川、火打坂川、朝倉川、
新橋川）

実施数0河川（令和元年） 実施数5河川（令和6年） 1-4 ア－② 豊橋市 建設部 河川課

20 ハザードマップの作成・周知啓発 防災・安全交付金【国土交通省】
最新の洪水浸水想定区域が公表された場合、早期に洪水ハザー
ドマップを作成・配布を行う
令和２年度～令和３年度（作成年度）

豊川・豊川放水路、柳生川
２河川（令和元年）

豊川・豊川放水路、柳生
川・梅田川・佐奈川・音羽
川・豊川支川・紙田川・境
川　8河川（令和5年）

1-4 ア－⑦ 豊橋市 建設部 河川課

（別紙）豊橋市地域強靱化計画に位置付ける個別具体的施策の事業詳細【令和３年度以降の予算】

番号 個別具体的施策名 該当する国土強靱化予算／取り組むべき対策 施策内容
取組指標 関連する

リスクシナリオ
施策分野の

設定
実施主体 担当部局 担当課室



現状値 目標値

（別紙）豊橋市地域強靱化計画に位置付ける個別具体的施策の事業詳細【令和３年度以降の予算】

番号 個別具体的施策名 該当する国土強靱化予算／取り組むべき対策 施策内容
取組指標 関連する

リスクシナリオ
施策分野の

設定
実施主体 担当部局 担当課室

21 雨水ポンプ場の耐震化等の推進 防災・安全交付金【国土交通省】

雨水ポンプ場の耐震化
菰口ポンプ場ほか４施設の耐震補強
（菰口ポンプ場、有楽ポンプ場、牟呂ポンプ場
　前芝ポンプ場、松島ポンプ場）

耐震化率0.0％
（平成27年）

耐震化率52.0％
（令和5年）

1-4 ア－⑨ 豊橋市 上下水道局 下水道施設課

22 内水浸水対策の推進 防災・安全交付金【国土交通省】
下地第３雨水幹線の整備
雨水幹線 φ1,420～φ1580mm、L=573m

雨水幹線整備進捗率
0％（平成30年）

雨水幹線整備進捗率
100％
（令和4年）

1-4 ア－⑨ 豊橋市 上下水道局 下水道整備課

23 海岸保全施設整備事業 農山漁村地域整備交付金【農林水産省】 海岸保全施設の長寿命化対策
対策実施済
灯標0基（2020年）

対策実施済
灯標10基（2024年）

1-4 ア－⑨ 豊橋市 産業部 農地整備課

24 豊橋新城スマートＩＣ（仮称）整備事業 社会資本整備総合交付金【国土交通省】 豊橋新城スマートＩＣ（仮称）の整備を行う
準備段階調査開始（令和元
年度）

完了（令和8年度） 2-1 ア－⑦ 豊橋市 建設部 道路建設課

25 緊急消防援助隊の充実強化 緊急消防援助隊設備整備費補助金【総務省】 緊急消防援助隊登録車両の更新整備
１２台（無償使用車両を除
く）

車両更新計画に基づき順次
更新

2-3 ア－① 豊橋市 消防本部 消防救急課

26 高機能消防指令センター総合整備事業 消防防災施設整備費補助金【総務省】
場所：東三河消防指令センター
内容：消防通信指令システムの更新整備

ー
整備完了
（令和5年）

2-3 ア－① 豊橋市 消防本部 通信指令課

27 広域防災活動拠点の整備 防災・安全交付金【国土交通省】
豊橋市神野新田町地内にて、豊橋総合スポーツ公園54haの整備
を推進する。

広域防災活動拠点の整備率
21%
（令和元年）

広域防災活動拠点の整備率
100%
（令和15年）

2-3 ア－② 豊橋市 都市計画部 公園緑地課

28 明海町・老津町28号線の整備 社会資本整備総合交付金【国土交通省】
市道　明海町・老津町28号線の整備を行う
整備延長　L=1590ｍ

用地取得中（令和2年度） 完了（令和8年度） 5-4 ア－⑦ 豊橋市 建設部 道路建設課

29
緊急輸送道路等における雨水管の老朽化対策の推
進

防災・安全交付金【国土交通省】
雨水管の破損等による路面陥没の未然防止を図るため、カメラ
調査、対策工事を行う。

対策実施率：6％（令和元
年）

対策実施率：100％（令和
26）

5-4 イ－② 豊橋市 建設部 河川課

30 有害鳥獣防止柵の定期点検 鳥獣被害防止総合対策交付金【農林水産省】
豊橋市鳥獣被害対策協議会備品管理運営規定に基づき、定期点
検を実施する。

管理者による点検完了（平
成30年度）

定期点検により破損が確認
された場合は必要に応じ補
修を行う。

5-6 ア－⑧ 豊橋市 産業部 農業支援課

31 高齢者施設等の非常用自家発電設備の整備促進 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金【厚生労働省】
災害による停電時にも施設機能を維持するための電力確保を自
力で行えるよう、高齢者施設等の非常用自家発電設備の整備を
促進する。

1施設実施
（令和2年度）

1施設
（令和3年度）

6-1 ア－③ 豊橋市 福祉部 長寿介護課

32
下水道総合地震対策事業に基づく場施設耐震化の
推進

防災・安全交付金【国土交通省】
大規模な処理場の耐震化
中島処理場、富士見台処理場の耐震補強

耐震化率61.3％
（平成27年）

耐震化率87.1％
（令和5年）

6-3 ア－② 豊橋市 上下水道局 下水道施設課

33
総合地震対策計画に基づく
幹線管渠耐震化の推進

防災・安全交付金【国土交通省】

八町幹線ほか7路線の幹線管渠の管更生、可とう化
マンホール浮上防止、マンホール耐震補強など
管更生　L=3,467m
マンホール本体の耐震補強　49基
マンホール浮上防止工　　　27基
マンホール継ぎ手の可とう化　32箇所

総合地震対策計画に位置付
けている主要な管渠の
耐震化率　77.2％
（令和元年）

総合地震対策計画に位置付
けている主要な管渠の
耐震化率77.7％
（令和7年）

6-3 ア－② 豊橋市 上下水道局 下水道整備課

34
下水道ストックマネジメント計画に基づく
管渠老朽化対策の推進

防災・安全交付金【国土交通省】

（健全な管きょ延長+回収済み管きょ）÷調査管きょ延長
（210km）
・健全な管きょの延長：137km
・改修を要する管きょ延長：73km
（毎年3km程度の改修を進める）

管きょ健全率　65%
（令和2年）

管きょ健全率　73.7%
（令和7年）

6-3 ア－② 豊橋市 上下水道局 下水道整備課

35 緊急道路等の路面下空洞の定期点検 防災・安全交付金【国土交通省】
緊急道路等の路面下空洞について5年に1回の定期点検を実施す
る

182km
（平成28年）

182km
（令和5年点検完了）

6-4 ア－⑦ 豊橋市 建設部 道路維持課

36 一色町・王ヶ崎町1号線の整備 社会資本整備総合交付金【国土交通省】
市道　一色町・王ヶ崎町1号線の整備（（都）一色高洲線の整
備）を行う
整備延長　L=350ｍ

工事施工中（令和2年度） 完了（令和3年度） 6-4 ア－⑦ 豊橋市 建設部 道路建設課

37 大岩町・小松原町55号線の整備 防災・安全交付金【国土交通省】
市道　大岩町・小松原町55号線の整備（（都）大岩寺沢線の整
備）を行う
整備延長　L=660ｍ

用地取得中（令和2年度） 完了（令和6年度） 6-4 ア－⑦ 豊橋市 建設部 道路建設課

38 弥生町1号線の整備 防災・安全交付金【国土交通省】
市道　弥生町1号線の整備（（都）弥生町線の整備）を行う
整備延長　L=400ｍ

工事施工中（令和2年度） 完了（令和4年度） 6-4 ア－⑦ 豊橋市 建設部 道路建設課

39 緊急輸送道路等における舗装の老朽化対策 防災・安全交付金【国土交通省】
舗装の個別施設計画に基づき、緊急輸送道路等の舗装修繕を行
う

修繕済延長：0ｍ
（令和元年）

修繕済延長：3,200ｍ
（令和5年）

6-4 ア－⑦ 豊橋市 建設部 道路維持課

40 大橋通・西小田原町23号線の老朽化対策 道路メンテナンス事業補助【国土交通省】
平成29年度に実施した横断歩道橋に準ずる法定点検の結果に基
づき、シール補修や天井下地材補修等の対策を令和2年度～令和
5年度に実施する。

修繕率0％
（令和2年度）

修繕率100％
（令和5年度）

6-4 イ－② 豊橋市 建設部 土木管理課

41 大橋通・駅前大通19号線ほかの老朽化対策 防災・安全交付金【国土交通省】
平成29年度に実施したシェッド・大型カルバート等に準ずる法
定点検の結果に基づき、タイル補修や断面修復等の対策を令和2
年度～令和4年度に実施する。

修繕率60％
（令和2年度）

修繕率100％
（令和4年度）

6-4 イ－② 豊橋市 建設部 土木管理課

42 林道橋の定期点検 農山漁村地域整備交付金【農林水産省】
管理する林道橋（1橋）について、豊橋市林道施設長寿化計画
（個別施設計画）に基づき、5年に1回の定期点検を実施する。

1巡回点検完了（平成30年
度）

令和5年度の2巡回点検以
降、5年毎に実施

6-4 イ－③ 豊橋市 産業部 農業支援課

43 林道橋の老朽化対策（補修） 農山漁村地域整備交付金【農林水産省】
豊橋市林道施設長寿化計画（個別施設計画）に基づき、林道橋
の老朽化対策を実施する。

対策実施数0橋（令和元年
度）

定期点検により判定された
健全度に応じ補修を行う。

6-4 イ－③ 豊橋市 産業部 農業支援課



現状値 目標値

（別紙）豊橋市地域強靱化計画に位置付ける個別具体的施策の事業詳細【令和３年度以降の予算】

番号 個別具体的施策名 該当する国土強靱化予算／取り組むべき対策 施策内容
取組指標 関連する

リスクシナリオ
施策分野の

設定
実施主体 担当部局 担当課室

44 横断歩道橋等個別施設計画の改定 防災・安全交付金【国土交通省】 横断歩道橋及び門型標識個別施設計画の5年毎の改定
改定実施
（令和元年度）

改定実施
（令和6年度）

6-4 イ－③ 豊橋市 建設部 道路維持課

45 横断歩道橋等の定期点検 防災・安全交付金【国土交通省】
管理する全横断歩道橋及び門型標識について、個別施設計画に
基づき5年に1回の定期点検を実施する

14箇所
（平成30年）

14箇所
（令和5年点検完了）

6-4 イ－③ 豊橋市 建設部 道路維持課

46 横断歩道橋等の老朽化対策 防災・安全交付金【国土交通省】
横断歩道橋及び門型標識個別施設計画に基づき、老朽化対策を
実施する

対策実施0箇所
（平成30年）

対策実施15箇所
（令和10年）

6-4 イ－③ 豊橋市 建設部 道路維持課

47 橋梁長寿命化修繕計画の改定 道路メンテナンス事業補助【国土交通省】 橋梁長寿命化修繕計画の5年毎の改定 改定（平成28年度） 改定（令和3年度） 6-4 イ－③ 豊橋市 建設部 道路建設課

48 橋梁の定期点検 道路メンテナンス事業補助【国土交通省】
管理する全橋梁について、橋梁長寿命化修繕計画に基づき5年に
1回の法定定期点検を実施する

2巡目点検開始（令和元年
度）

2巡目点検完了（令和5年
度）

6-4 イ－③ 豊橋市 建設部 道路建設課

49 橋梁の老朽化対策（補修） 道路メンテナンス事業補助【国土交通省】 橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の老朽化対策を実施する
対策実施済数80橋（令和元
年度）

568橋（令和8年度） 6-4 イ－③ 豊橋市 建設部 道路建設課

50 高速道路に架かる橋梁の撤去 道路メンテナンス事業補助【国土交通省】 東名高速道路上に架かる小照山橋を撤去する
関係機関協議開始（平成30
年度）

完了（令和4年度） 6-4 イ－③ 豊橋市 建設部 道路建設課

51 新学校給食共同調理場の建設 学校施設環境改善交付金【文部科学省】

老朽化した既存調理場の建替に伴い、停電時にも調理可能な発
電設備や備蓄食料の保管スペースを有する調理場を建設
豊橋市曙町字南松原162-1
令和元年１０月～令和３年１２月（建設期間）

ー
施設稼働
（令和4年4月稼働）

6-6 ア－① 豊橋市 教育部 保健給食課

52 小中学校の長寿命化改良 学校施設環境改善交付金【文部科学省】
構造体の長寿命化やライフラインの更新などにより、建物の耐
久性を高める
(コンクリートの中性化対策、非構造部材の耐震対策等)

校舎：
小学校5校(令和2年度)
屋内運動場：
小学校1校(令和2年度)

校舎：
　小学校7校(令和3年度)
屋内運動場：
　小学校2校(令和3年度)
  中学校1校(令和3年度)

6-6 ア－② 豊橋市 教育部 教育政策課

53 小中学校の大規模改造（老朽） 学校施設環境改善交付金【文部科学省】
構造体の長寿命化やライフラインの更新などにより、建物の耐
久性を高める
(コンクリートの中性化対策、非構造部材の耐震対策等)

校舎：
　小学校2校(令和2年度)
　中学校2校(令和2年度)

屋内運動場：
　小学校1校(令和2年度)

校舎：
　中学校2校(令和3年度)

6-6 ア－② 豊橋市 教育部 教育政策課

54 小中学校の大規模改造（トイレ） 学校施設環境改善交付金【文部科学省】
トイレ環境を改善するため、全面改修を行う
(トイレの洋式化、バリアフリー化等)

洋式化率：55.33%
(令和2年5月時点)

洋式化率：60.62％
(令和3年度)

6-6 ア－② 豊橋市 教育部 教育政策課

55 小中学校の防災機能強化 学校施設環境改善交付金【文部科学省】
発災時における児童生徒等のための応急避難場所としての必要
な機能が発揮できるよう、防災機能の強化を図る
(建築非構造部材の耐震対策)

校舎：
小学校2校(令和2年度)
中学校3校(令和2年度)

校舎：
　小学校5校(令和3年度)

6-6 ア－② 豊橋市 教育部 教育政策課

56 指定避難所におけるマンホールトイレ設置 防災・安全交付金【国土交通省】
災害時に開設する第二指定避難所のうち、多数の避難者が見込
まれトイレ不足が想定される16か所の避難所に令和4年度までに
マンホールトイレを整備する。

0か所
（平成29年度末）

16か所
（令和4年度）

6-6 イー① 豊橋市 ー 防災危機管理課

57 耐震性貯水槽の整備推進 消防防災施設整備費補助金【総務省】
場所：市街化区域及び準市街化区域
内容：上記区域内で耐震性貯水槽が未設置の区域に設置

設置率52％
（平成27年）

目標値56％
（令和5年）

7-1 ア－① 豊橋市 消防本部 （消）総務課

58 区画整理区域内の都市公園整備の推進 防災・安全交付金【国土交通省】

火災時の避難・延焼遮断空間の確保のため、土地区画整理事業
地区内の都市公園１４箇所を整備する。
牟呂坂津区画整理：牟呂内田、坂津、三ツ山公園
牛川西部区画整理：牛川、牛川東郷、牛川洗島第一、牛川洗島
第二、牛川中郷、牛川西側公園
柳生川南部区画整理：牟呂大塚、松東、東里、汐田、松島公園

都市公園整備面積3.01ha
（令和元年）

都市公園整備面積5.46ha
（令和8年）

7-1 ア－② 豊橋市 都市計画部 公園緑地課

59 豊橋牟呂坂津土地区画整理事業② 防災・安全交付金【国土交通省】

土地区画整理事業により道路等の公共施設を整備し、火災の拡
大を防ぐオープンスペースの確保を推進する。
地区面積　21.2ha
事業期間　令和７年度まで
全体事業費　12,044百万円

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率
現状値：88.0％
（令和元年度）

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率
目標値：100％
（令和7年度）

7-1 ア－② 豊橋市 都市計画部 区画整理課

60 豊橋牛川西部土地区画整理事業② 防災・安全交付金【国土交通省】

土地区画整理事業により道路等の公共施設を整備し、火災の拡
大を防ぐオープンスペースの確保を推進する。
地区面積　43.0ha
事業期間　令和７年度まで
全体事業費　16,784百万円
都市計画道路供用開始予定　令和5年度
（牛川町線、外郭線、牛川西部線、牛川町1号線）

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率
現状値：85.5％
（令和元年度）

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率 目標値：100％
（令和7年度）

7-1 ア－② 豊橋市 都市計画部 区画整理課

61 豊橋柳生川南部土地区画整理事業② 防災・安全交付金【国土交通省】

土地区画整理事業により道路等の公共施設を整備し、火災の拡
大を防ぐオープンスペースの確保を推進する。
地区面積　66.5ha
事業期間　令和８年度まで
全体事業費　22,789百万円
都市計画道路供用開始予定　令和6年度
（一色高洲線、汐田通、元浜通）

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率
現状値：74.4％
（令和元年度）

現在施行中の土地区画整理
事業進捗率
目標値：100％
（令和8年度）

7-1 ア－② 豊橋市 都市計画部 区画整理課



現状値 目標値

（別紙）豊橋市地域強靱化計画に位置付ける個別具体的施策の事業詳細【令和３年度以降の予算】

番号 個別具体的施策名 該当する国土強靱化予算／取り組むべき対策 施策内容
取組指標 関連する

リスクシナリオ
施策分野の

設定
実施主体 担当部局 担当課室

62 県営防災ダム事業負担金 農村地域防災減災事業【農林水産省】 嵩山池、影色池、ひょうたん池、三太郎池の堤体耐震化
耐震化の必要なため池数
4池（2020年）

耐震化の必要なため池数
0池(2024年）

7-4 ア－⑧ 愛知県 産業部 農地整備課

63 県営湖岸堤防事業負担金 農村地域防災減災事業【農林水産省】 神野新田町地内　湖岸堤防整備L=900m 改修延長0ｍ（2020年） 改修延長900ｍ（2023年） 7-4 イ－② 愛知県 産業部 農地整備課

64
石綿（アスベスト）飛散防止対策の推進
（住宅・建築物安全ストック形成事業）

防災・安全交付金【国土交通省】
建築物所有者の行う石綿（アスベスト）除去事業等に対する助
成制度等により、石綿の飛散による市民の健康被害発生の防止
する住宅・建築物安全ストック形成事業を推進する。

アスベストの吹付けがされ
ている1,000㎡以上の建築
物15件（平成31年）

アスベストの吹付けがされ
ている1,000㎡以上の建築
物５件（令和6年）

7-5 ア－⑩ 豊橋市 建設部
建築指導課
（環境保全課）

65 豊橋田原ごみ処理施設整備事業
循環型社会形成推進交付金（廃棄物処理施設分）【環境
省】

廃棄物処理施設の災害対応力の強化として、廃棄物の広域的な
処理体制を整備するとともに、建物及びプラントの耐震化を含
め、災害発生時に施設の再稼働に必要な有用性を確保できる設
備を構築する。

ー

施設稼働
（焼却施設：令和9年）
（粗大ごみ処理施設:令和
13年）

8-1 ア－⑩ 豊橋市 環境部 施設建設室


