
快適でやすらぎのあるまちづくり

市街地整備

<基本方針>

土地区画整理事業特別会計
事業
№

事業主体

H21年度 ・建物移転戸数：1戸・仮設住宅撤去

H22年度 ・確定測量

H23年度 ・確定測量

H21年度
・建物移転戸数：24戸・区画道路整備：280m
・本宿線道路舗装：A=2,600㎡・環状線道路整備：130ｍ

H22年度
・建物移転戸数：30戸・区画道路整備：625ｍ
・環状線道路整備：180ｍ

H23年度
・建物移転戸数：42戸・区画道路整備：700ｍ
・環状線道路整備：180ｍ

H21年度
・建物移転戸数：11戸・区画道路整備：20ｍ
・蒲郡港線道路整備延長：87ｍ・坂本線歩道築造：A=130㎡
・汚水布設替・水道管布設替・実施計画変更委託

H22年度
・建物移転戸数：4戸・海岸線歩道築造延長：100ｍ
・海岸線雨水函渠：95ｍ・坂本線歩道築造延長：50ｍ
・駅広残整備：A=70㎡・汚水布設替・水道管布設替

H23年度
・建物移転戸数：4戸・区画道路延長：100ｍ
・海岸線歩道築造延長：200ｍ・坂本線歩道築造延長：50ｍ
・汚水布設替・水道管布設替

・施行面積：A=19.59ha
・事業期間：S63～H23
・総事業費：16,265,409千円

　未整備地域の土地の有効利用を図り、既成市街地の活性化につながるまちづくりを進め
るため、関係地域住民の理解と協力が得られるよう努めるとともに、市民主導の組織の結
成を促し、市民参画型のまちづくりを進めます。

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

市

市

市

20

蒲郡中部土地区画整理事業

・施行面積：A=53.31ha
・事業期間：S62～H29
・総事業費：19,902,187千円

　土地の有効利用と居住環境の整備を図るため、蒲郡中部地
区における区画整理事業を実施する。

19

蒲郡蒲南土地区画整理事業

・施行面積：A=52.20ha
・事業期間：S44～H21
・総事業費：15,980,415千円

　土地の有効利用と居住環境の整備を図るため、蒲郡蒲南地
区における区画整理事業を実施する。

21

蒲郡駅南土地区画整理事業
　土地の有効利用と居住環境の整備を図るため、蒲郡駅南地
区における区画整理事業を実施する。
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快適でやすらぎのあるまちづくり

一般会計（投資的経費）
事業
№

事業主体

H21年度 ・管理（高架下施設)

H22年度 ・整備工事（高架下商業施設）

H23年度 ・整備工事（高架下施設）

財政状況等を踏まえて実施する事業：一般会計（投資的経費）

事業主体

・広場面積：A=2,000㎡
・施設
　歩車道、自転車駐輪場,ｼｪﾙﾀｰ、
　花壇
・総事業費：483,553千円

道路

<基本方針>

一般会計（投資的経費）
事業
№

事業主体

・延長：L=15.0km
・幅員：W=20.5ｍ

・延長：L=5,632ｍ
・幅員：W=24ｍ

・延長：L=2,900m
・幅員：W=25ｍ

・延長：L=400ｍ
・幅員：W=15ｍ

・延長：L=460ｍ
・幅員：W=12～16ｍ

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容事　　　　　業　　　　　名

市

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

　ラグーナ蒲郡をはじめ大塚地区の活性化を図るため、海のまちの玄関と
して整備する。

市

国

24

国道247号中央バイパス整備事
業 　市内の慢性的な交通渋滞の解消と沿線地域の活性化を図る

ため、整備事業を促進する。

23

国道23号蒲郡バイパス整備事業

県

　観光及び産業の広域的市場を確保し、市内の交通緩和に大
きく寄与する地域高規格道路として整備事業を促進する。

27

県道豊岡三谷港線整備事業
　国道247号中央バイパスのアクセス道路として、未整備区
間の改修を促進する。

県

三河大塚駅前広場整備事業

　都市基盤の骨格をなす幹線道路の整備を効果的、効率的に推進し、快適で安全な道路づ
くりを進めるとともに、環境にやさしい生活道路、交通安全施設、歩行空間の整備を進め
ます。

国道473号整備事業

　市内を東西に貫く幹線道路でありながら住宅密集地で歩道
も無いため、改良工事を促進する。

　第二東名高速道路の額田インターチェンジへのアクセス道
路として、ルート設定などを検討する。

国道23号整備事業

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容事　　　　　業　　　　　名

22
・広場面積：A=7,900㎡
・事業期間：H14～H24
・総事業費：501,709千円

　鉄道高架化に伴い、現在の蒲郡駅が新装されるのを期に、
交通の拠点にふさわしい玄関として整備する。

蒲郡北駅前広場整備事業及び
周辺整備事業

県

県

25

26
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快適でやすらぎのあるまちづくり

事業
№

事業主体

・延長：L=450ｍ
・幅員：W=16ｍ

・延長：L=1,740ｍ
・幅員：W=12～28ｍ
・事業期間：H16～
・総事業費：7,522,000千円

H21年度 ・360ｍ区間　整備工事

・延長：L=2,660ｍ
・幅員：W=18ｍ

・延長：L=3,420ｍ
・幅員：W=11.75～20.00ｍ
・事業期間：H7～
・総事業費：6,245,000千円

H21年度
（1工区）　・設計委託L=100m
（2工区）　・用地補償：2件
（3工区）　・用地補償：7件

H22年度
（1工区）　・用地補償：4件
（2工区）　・用地補償：2件
（3工区）　・用地補償：2件

H23年度
（1工区）　・整備工事：L=100m
（2工区）　・整備工事：L=100m
（3工区）　・整備工事：L=170m

H22年度
（6-1工区）・設計委託L=294m
（6-2工区）・設計委託L=203m

H23年度
（6-1工区）・調査委託L=294m
（6-2工区）・調査委託L=203m

・延長：L=1,010ｍ
・幅員：W=12.0～17.0ｍ
・事業期間：H6～H21
・総事業費：1,132,000千円

H21年度 ・整備工事：L=100m

H21年度 ・用地補償：7件

H22年度 ・整備工事：L=30ｍ

H23年度 ・整備工事：L=80ｍ

都市計画道路神ノ郷線整備事業

・延長：L=2,103ｍ
・幅員：W=12.0～17.0ｍ
・事業期間：H5～
・総事業費：3,473,000千円

　国道23号蒲郡バイパスの（仮）蒲郡西I.Cとオレンジロー
ドを結ぶアクセス道路として、整備を推進する。

県・市

市

　市街地の交通渋滞解消のため、市の中心市街地を囲む重要
幹線道路として、整備を推進する。

32

都市計画道路深溝西浦・形原西
浦線整備事業

都市計画道路大塚金野線整備事
業

　県道深溝西浦線のバイパス的道路、産業・観光・生活道路
として、整備を推進する。

市・延長：L=1,824ｍ
・幅員：W=10.25～28.00ｍ
・事業期間：H6～
・総事業費：6,014,000千円

都市計画道路蒲郡環状線整備事
業

市

都市計画道路柏原神ノ郷線整備
事業

・延長：L=110ｍ
・幅員：W=12.0ｍ
・事業期間：H18～H23
・総事業費：262,000千円

市

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

県

　広域的幹線交通の拡大を踏まえ、国道23号蒲郡バイパスの
（仮）金野I.Cと国道23号の接続道路、ラグーナ蒲郡へのア
クセス道路として、整備事業を促進する。

30

29

都市計画道路竹谷柏原線整備事
業

28

　国道23号蒲郡バイパスのアクセス道路、県道芦谷蒲郡線の
バイパス体系における南北重要幹線道路として、整備事業を
促進する。

県道三ヶ根停車場拾石線整備事
業

事　　　　　業　　　　　名

　住宅密集地で道路幅員も狭く歩道も無いため、改良工事を
促進する。

県・市

県・市

33

34

35

31

都市計画道路豊岡大塚線整備事
業

　国道23号の慢性的な渋滞の緩和を図るため、整備を推進し
ます。

　国道23号蒲郡バイパスの（仮）蒲郡西I.Cとオレンジロー
ドを結ぶアクセス道路として、整備を推進する。
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快適でやすらぎのあるまちづくり

事業
№

事業主体

・延長：L=200ｍ
・幅員：W=12.0～15.0ｍ
・事業期間：H15～H22
・総事業費：312,000千円

H22年度 ・整備工事：L=100ｍ

・延長：L=1,367ｍ
・幅員：W=11.0ｍ
・事業期間：H10～
・総事業費：697,000千円

H21年度 ・概略設計：L=950ｍ

H22年度 ・調査設計：L=950ｍ

H23年度
・用地補償：6件
・整備工事：L=90ｍ

・延長：L=350ｍ
・幅員：W=12.0ｍ（歩道2.5ｍ）
・事業期間：H20～H21
・総事業費：46,000千円

H21年度 ・歩道改良工事　　L=220ｍ

一般会計（その他経費）
事業
№

事業主体

41 市

42 市

43 市

　蒲郡の東部市街地から、とよおか湖公園（1.9ha）へのア
クセス道路として、整備を促進する。

市道三谷池田曲り田１号線整備
事業

都市計画道路蒲中線整備事業

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

39

市道仲野上千尾１号線整備事業
　大塚町西部の鉄道北側地区へのアクセスを確保するため、
西大塚地区ほ場整備事業に合わせ、整備を推進する。

・延長：L=800ｍ
・幅員：W=4.0～11.0ｍ
・事業期間：H14～H25
・総事業費：493,000千円

公共交通体系整備事業

事　　　　　業　　　　　名

　市道中央本町、竹谷宮前１号線の歩道を拡幅・段差解消
し、歩行者、車イス等の交通安全を図る。

橋梁長寿命化修繕計画策定事
業

歩道改良事業

　蒲郡の東部大塚地区から相楽地区への重要幹線道路とし
て、整備を促進する。

38

市道大門民成１号線整備事業

市

40

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

　高齢者や社会的弱者を始めとする市民の生活交通手段を確
保するため、定期路線バスへの助成措置を講じる。

市

市・延長：L=544ｍ
・幅員：W=10.0ｍ
・事業期間：H10～H24
・総事業費：145,000千円

　橋梁長寿命化修繕計画策定にあたり、橋梁の点検を行い作
成データを作成する。

　地方公共団体が管理する今後老朽化する橋梁に対応するた
め橋梁長寿命化修繕計画を作成し予防的な修繕及び計画的な
架替えへ推進する計画を作成する。

橋梁点検事業

市

市

　国道247号中央バイパスへのアクセス道路として、整備を
推進する。

36

37
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快適でやすらぎのあるまちづくり

モーターボート競走事業特別会計
事業
№

事業主体

H21年度
・用地補償
・道路改良工事：105ｍ

H22年度 ・道路改良工事：64ｍ

住宅

<基本方針>

一般会計（投資的経費）
事業
№

事業主体

・戸数40戸
・事業期間：H25～
・総事業費：595,700千円

鉄道高架

<基本方針>

一般会計（投資的経費）
事業
№

事業主体

H21年度 ・調査委託、整備工事

H22年度 ・用地買収、整備工事

H23年度 ・用地買収、整備工事

下水道

<基本方針>

45

市44

事　　　　　業　　　　　名

46 ・鉄道南側　延長：L=約2km
・鉄道北側　延長：L=約4km
・事業期間：H5～H30
・総事業費：1,154,572千円

市

　少子高齢化による市民の多様なニーズに応じて、ユニバーサルデザインも考慮した住宅
を効率的に供給するために、民間による宅地開発の促進を図るとともに、宅地開発・造成
の推進に努めます。

市道油井20号線整備事業

市

市営貴船・大宮住宅建替事業

　国道・県道・都市計画道路等と市街地の一体的整備を図るための連続立体交差事業とし
て、国・県・鉄道事業者と連携を深め、事業促進を要請します。

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

　南北地域の利便を図るため、系統的に交通網を整備する。高架側道整備事業

　居住環境や都市環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、下水道事業の整備促進
に努めるとともに、水資源の有効利用対策として、公共施設を中心に再生水（中水道）の
活用を図ります。

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

　市営貴船住宅（18戸）及び市営大宮住宅（16戸）の老朽化
に伴う建替事業を推進する。

事　　　　　業　　　　　名

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

　蒲郡競艇場から三河塩津駅を結ぶアクセス道路として、整
備を促進する。

・延長：L=169ｍ
・幅員：W=21.5ｍ
・事業期間：H12～H22
・総事業費：859,340千円

9



快適でやすらぎのあるまちづくり

下水道事業特別会計
事業
№

事業主体

H21年度
・汚水  整備延長 L=3,050m   整備面積 A= 7.7ha
・雨水  整備延長 L=    0m   整備面積 A= 0.0ha

H22年度
・汚水  整備延長 L=4,740m   整備面積 A=16.5ha
・雨水  整備延長 L=  310m   整備面積 A= 1.5ha

H23年度
・汚水  整備延長 L=4,090m   整備面積 A=13.7ha
・雨水  整備延長 L=  110m   整備面積 A= 0.5ha

H21年度 ・汚水  整備延長 L=  260m   整備面積 A=0.4ha

H21年度
・情報処理装置築造工事
・消泡水ポンプ等設備築造工事
・機械配管設備築造実施設計

H22年度
・情報処理装置備築造工事
・ケーキポッパー築造工事
・水処理施設築造実施設計

H23年度 ・ブロワモーター等築造工事

H21年度 ・汚水ポンプ電気設備築造工事

H23年度 ・西浦汚水中継ポンプ場築造工事

河川・排水路

<基本方針>

一般会計（投資的経費）
事業
№

事業主体

H21年度 ・実施設計

H22年度 ・河川整備（市管理河川）

H23年度 ・河川整備（市管理河川）

51

　潤いと親水性、自然環境に配慮した河川整備を目指し、周辺環境と調和のとれた改修を
進めるとともに、下流からの河川整備による洪水の防止及び低地部の浸水排除対策に努め
ます。

河川整備事業

50

単独公共下水道整備事業
（ポンプ場施設改築）

・事業期間：H3～H30
・総事業費：1,493,829千円

　地域の安全を高めるため、県及び市管理の未改修区間、既
設河川断面不足個所を県とともに計画的・効果的に整備す
る。

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

49

・事業期間：H3～H30
・総事業費：6,042,644千円

47

48

流域関連公共下水道整備事業

単独公共下水道整備事業

・計画区域：A=2,100ha
・処理人口：77,500人
・事業期間：S45～H27
・総事業費：69,626,200千円

市

単独公共下水道整備事業
（終末処理施設改築）

　諸施設の老朽化が著しいため、能力・機能向上の改築工事
を実施する。

　諸施設の老朽化が著しいため、能力・機能向上の改築工事
を実施する。

　生活環境を改善し、閉鎖性水域や河川の水質汚濁を防止す
るため、下水道の整備を実施する。

　生活環境を改善し、閉鎖性水域や河川の水質汚濁を防止す
るため、下水道の整備を実施する。

市

市

市

・計画区域：A=282ha
・処理人口：5,900人
・事業期間：H2～H27
・総事業費：4,837,400千円

県・市
・県管理河川：L=500ｍ
・市管理河川：L=1,000ｍ
・事業期間：H13～　（通年）
・総事業費：1,731,000千円

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容事　　　　　業　　　　　名

10



快適でやすらぎのあるまちづくり

事業
№

事業主体

H21年度 ・河川浚渫:L=1,600ｍ

H22年度 ・河川浚渫:L=1,300ｍ

H23年度 ・河川浚渫:L=1,900ｍ

H21年度 ・排水路整備延長:L=70m

H22年度 ・排水路整備延長:L=40m

H23年度 ・排水路整備延長:L=20m

水資源

<基本方針>

一般会計（その他経費）
事業
№

事業主体

54 市

55 市

水道事業会計
事業
№

事業主体

H21年度 ・配水管：L=7,400ｍ　・送水管：L=480ｍ

H22年度 ・配水管：L=6,180ｍ　・送水管：L=520ｍ

H23年度 ・配水管：L=6,180ｍ　・送水管：L=520ｍ

・事業期間：H20～H21
・総事業費：180,000千円

H21年度 ・工事実施

52

渇水に強いまちづくり対策事業

事　　　　　業　　　　　名

事　　　　　業　　　　　名

　雨水・井戸水の有効利用を図るため、雨水利用簡易貯留槽
購入補助金及び井戸掘り事業補助金を交付する。

設楽ダム関連負担金
　豊川上流に国が平成３２年度完成を目指す「設楽ダム建設
事業」について、恩恵を受ける下流６市町が負担割合（本市
８％）に応じて負担金を支払う。

53

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

市

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

河川維持整備事業（河川浚渫）

・河川浚渫：L=9,000m
・事業期間：H13～H23
・総事業費：103,800千円

　「渇水に強いまちづくり推進要綱」に基づいて、水源の確保や節水型まちづくりの確立
に向けて総合的に取り組みます。

事　　　　　業　　　　　名

　流水断面を確保し、地域の安全性を高めるため、主要河川
の土砂堆積部分を除去する。

57

56

　水道事業基本計画に基く配水池整備事業

　老朽送・配水管の布設替、及び関連事業の進捗状況に併
せ、配水管の布設替をする。

送・配水管布設、布設替事業

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

排水路整備事業 　地域の開発等に適合した排水路を整備・拡充する。

市
・延長：L=7,500ｍ
・事業期間：H13～　（通年）
・総事業費：253,900千円

市

市・配水管：L=174,900ｍ
・送水管：L= 25,800ｍ
・事業期間：H13～H32
・総事業費：16,265,727千円

第２西浦配水池整備事業

11



快適でやすらぎのあるまちづくり

事業
№

事業主体

H21年度 ・坂本加圧ポンプ場　外2箇所　計装設備更新等

H22年度 ・大塚揚水ポンプ場　更新

H23年度 ・第２金平配水場　外1箇所　計装設備更新

エネルギー

<基本方針>

一般会計（その他経費）
事業
№

事業主体

59 市
　自ら居住する住宅に太陽光発電システム、太陽熱温水器、
ソーラーシステムを設置する者に対して補助金を交付する。

住宅用新エネルギーシステム導
入促進費補助事業

　市民や事業所のエネルギー需要に対応できるよう、関連機関との連携を深め、安定供給
に努めるとともに、市民生活における省エネルギー化及び新エネルギー導入の啓発を推進
します。

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

58

配水場等更新事業 　更新計画に併せ、各配水地の更新事業

市
・配水場、ポンプ場　17箇所
・事業期間：H19～H28
・総事業費：419,901千円

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
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