公共投資を契機とした住民主体のまちづくり推進に関する支援方策調査業務
(前後駅周辺地区整備の方向性検討)

平成 26 年 1 月
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市が掲げる都市づくりの将来像

II 豊
豊明
明市
市の
の将
将来
来像
像
１． 第 2 次都市計画マスタープラン(改訂版)による位置づけ
計画期間

平成 25 年度～28 年度

(１) 豊明市の都市づくりの理念と目標
テーマ

「人づくりからの都市づくり」
② 前後駅周辺地区の都市整備の方針

都市づくりの目標


安心して暮らせるうるおいのあるまちづくり



いきいきとした賑わいと活力あふれるまちづくり

・前後駅周辺は市の玄関口として利便性の高い賑わいのある拠点地区の形成を図ります。



豊かな文化と人間性を育む協働のまちづくり

・前後駅は交通結節点として重要な拠点機能を担っており、市民生活の利便性をさらに高める
ために駅周辺施設の機能強化を図ります。

(２) 前後駅周辺に係る都市づくりの方針
〔整備方針〕
「前後駅周辺地区」は、都市拠点の１つに位置づけられています。この他、
「三崎周辺地区」
「豊明
駅周辺地区」も都市拠点に位置づけられていいます。
都市拠点とは、「それぞれの特徴ある商業機能の充実を図るとともに、各業務・商業サービス機能
の集積を誘導し、快適で利便性の高い諸活動を支える拠点」です。

１）駐輪場
・駅周辺の駐輪場を確保し、通勤・通学者の利便性の向上を図るとともに、放置自転車を削減し
ます。

２）駅前周辺等の整備
・前後駅は周辺を含めて、多くの市民が安心して利用できる交通結節点となるように改善を進め
ます。

① 前後駅周辺地区の土地利用の方針

・歩行者優先の道路整備を進めるなど、地区内道路の歩車分離を図り、安全・安心に歩いて買い

項

目

① 商業・流通・サービス系機能

前後駅周辺地区の土地利用の方針
・本市の中心、シンボルとして商業・文化・コミュニティ・
交通・情報等の各機能の誘導・充実を図ります。

物等ができる歩行空間を確保します。

３）中高層住宅の誘導
・地区計画による規制や緑化等の景観対策などの指導を強化しながら、周辺環境に配慮した中高
層住宅を誘導し、良好な住環境の形成を図ります。

・多様な世代の市民がふれあえる交流機能を充実するとと
もに、地区内の道路体系を見直し、安心して歩ける環境
② 重点的土地利用の誘導方針(商
業・物流拠点の形成)

づくりを進めます。
・交通利便性の高さを活用し、中高層住宅等の住宅立地の
誘導を図ります。
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県内の駅周辺整備の事例

IIII 類
類似
似事
事例
例の
の整
整理
理
１． 春日井市 JR 勝川駅周辺のまちづくり
(１) 所在地
位置図

勝川駅北地区市街地再開発事業(組合施行)

駅前土地区画整理事業

地区

延床面積（㎡）

主要機能



地区面積：90,133 ㎡

A

11,710

ホテル



施行者：春日井市

B

34,629

商業・業務・住宅・駐車場



総事業費：134 億 6 千万円

C

39,780

商業・住宅・駐車場



事業期間：昭和 64 年から
平成 20 年

市街地再開発事業=地権者がビルの床を取得する仕組みです。参
春日井市

考－権利者数 B 地区=27 名、C 地区=57 名

春日井市内の勝川駅周辺の位置

立体換地～ルネックビル～

C



階数：7F



機能：商業、業務、公共
施設（貸会議室、スポー

A

ツ施設、ギャラリー）、駐

愛知県

B

車場


権利者数 8 名

立体換地=区画整理事業の中
で行うビル建設。権利者が土
地の代わりにビルの床を取得
駅前をホテル棟、商業業務棟、住宅棟(低層部店舗)で構成

します。
駅前地下駐車場整備事業

(２) 地区の総合整備の概要
駅前地区は、春日井市西部地域の拠点地区としての位置づけのなかで、広域
的には名古屋都市圏北東部の交通拠点として重要な役割を果たしていくこと



施行者：春日井市



総事業費：29 億円



駐車台数：221 台

が期待されています。そこで、「春日井市の西の玄関づくり」をまちづくりの
目標とし、かつて繁栄した古き良き勝川の再生といった意味をこめて「ルネッ

サンスシティ勝川」を合い言葉に、次の 6 つの基本方針を柱としたまちづく
りを進めています。

連続立体交差事業

駅南口周辺土地区画整理事業

■基本方針
・鉄道高架化に伴う南北一体の玄関づくり



地区面積：145,200 ㎡



施行者：春日井市

・玄関にふさわしい都市基盤整備と建築誘導



総事業費：140 億円

・ターミナル化による交通拠点の形成
・都市機能の集積による地域サービス拠点の形成
・商店街の再編による近代化・活性化の促進※
・住環境の改善による人口定着の促進



事業期間：平成６年から平成 27 年

※商店街活性化については、推進中

立体換地～勝川駅南口ビル～



施行者：愛知県





総事業費：230 億円



事業期間：平成 7 年から平成 22 年



階数：10F
※

機能： 子育て子育ち支援
館、住宅、店舗、駐車場、
駐輪場

※子育て子育ち総合支援館(かすがいげ



権利者数 15 名

んきっ子センター)
子育てに関する相談、一時預かり、
児童に健全な遊びを教える児童館等

コンサルティング・コーディネート
県内の駅周辺整備の事例
区画整理関連 : UR 都市機構、玉野総合コンサルタント㈱等
再開発関連 : UR 都市機構、㈱都市研究所スペーシア、㈱アー
ル・アイ・エー、玉野総合コンサルタント㈱等
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県内の駅周辺整備の事例

２． 東海市名鉄太田川駅周辺地区のまちづくり
(１) 所在地
位置図
東海市内の太田川駅の位置

駅周辺土地区画整理事業

市街地再開発事業



地区面積：643000 ㎡

1. 駅東地区



施工期間：平成 4 年度～平成 27 年度(予定)

民間開発業者による整備



総事業費：約 396 億円

(当初再開発の予定を民間事業に切



事業内容：都市計画道路(駅前広場を含む)の整備、区画道路の整備、

り替えた)

特殊道路の整備、公園の整備、水路の整備、宅地の整備及び上記



整備に伴う建物移転

マンション（130 戸）、商業施設、

機能

公共施設（※子育て総合支援センタ
ー、市民活動センターなど）
公

東海市

園

(２) 地区の総合整備の概要

街地とするため、駅周辺土地区画整理事

※子育て総合支援センター
・
「まんまねっと」=育児講座、子育て広
場、プレイルーム、幼児一時預かり等
・
「結構応援センター」=出会いサポート

業により、東西駅前広場や幹線道路、公

2. 駅西地区（計画中）

園・下水道といった公共施設を整備する

※

とともに、駅周辺の商業地の整備やそれに続く住宅地の整備を行うことで、住宅環境・



都市機能の向上を図っています。

文化施設（1,000 人規模の大ホー

太田川駅周辺の優れた立地条件を生か
し、市の玄関口としてふさわしい中心市

市街地再開発事業による整備

また、東海市を南北に貫く名鉄常滑線・河和線の連続立体交差事業では、地域の分断

機能

ル）、店舗、共同住宅

化の解消による都市交通の円滑化と健全な都市機能の発展を図っています。
この土地区画整理事業、連続立体交差事業とともに、東海市では駅東西の大規模街区
公

では、土地の共同利用、高度利用を図る市街地再開発事業が進められています。

園

■まちづくりの特徴
広い駅前広場につながる
幅 50m の公園のような
歩行者専用道路の配置、
民間再開発ビル(公益施
設)の立地により、市民の
賑わいと交流の空間を形
成している。

連続立体交差事業


施工者：愛知県



延長：常滑線 2.045km、
河和線 0.72km



踏切除去数：6 ヶ所



施工期間：平成 10 年度～
平成 25 年度(予定)



※市街地再開発事業は、地権者がビルの
床を取得する仕組み
コンサルティング・コーディネート
区画整理関連 : 公益財団法人愛知県都市整備協会、
玉野総合コンサルタント㈱等
再開発関連 : ㈱アール・アイ・エー等

総事業費：約 393 億円
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前後駅周辺地区の整備の方向

IIIIII 前
前後
後駅
駅周
周辺
辺地
地区
区の
の整
整備
備の
の方
方向
向性
性
図－整備の方向
(１) 前後駅周辺地区の整備の方向の提案
①

・国道１号・(都)桜ヶ丘沓
掛線との交差点におけ
るシンボル性形成

前後駅周辺地区において拠点形成に必要な整備の方向
前後駅前では、昭和 53 年～平成元年に行われた第一種市街地再開発事業により、

駅前広場と共に、商業、業務、住宅のビルが建設されました。また、前後駅南では、
土地区画整理事業が実施済で、住宅地が形成されています。
そのような中、駅周辺では比較的平面の駐車場が多く、都市拠点としては有効に都

・前後駅前再開発
ビルの機能充実

市利用されていない状況です。
前後駅周辺地区で、今後も都市拠点を形成していくためには、次のような整備の方
向が考えられます。
駐車場等の低利用地の有効活用
前後駅前再開発ビルの機能充実
商業・文化・コミュニティ・交
通・情報等の各機能の誘導・充
実
多様な世代の市民がふれあえ

拠点として

国道１号・

の視認性・

(都)桜ヶ丘

ポテンシャ

沓掛線との

ルアップ

交差点にお
けるシンボ

る交流機能を充実

ル性形成
拠点機能を支える、交通骨格の整備

・駐車場等の低利
用地の有効活用
・拠点機能を支える、交通骨
格の整備
・歩行空間など、地区の安全
性の確保
・利便性を生かした都心居城
の推進

・高低差の
有効活用

(２) 前後駅周辺で導入の必要な機能
前後駅周辺の位置づけ、立地条件、事例などから、ここで導入が必要な機能は以下の通りです。
鉄道利便性の有効活用の視点から

②

前後駅周辺地区の課題に対応する整備の方向

・駅前で保育、名古屋へ出勤・・・保育施設
・高齢者の鉄道、バス利用・・・福祉施設、医療施設、スポーツ健康施設

前後駅周辺地区における拠点形成と合わせて、地区の課題を解消し、地域住民の生

・通勤、通学者・・・都心居住

活向上との相乗効果をもって、拠点機能を高めていく必要があります。地区の現状を

・来訪者・・・ホテル、飲食、会議

踏まえ、次のような整備の方向性を必要とします。

・駅前で交流・・・文化ホール等

歩行空間など、地区の安全性の確保
利便性を生かした都心居住の推進
高低差の有効活用

都心居住者の利便性の視点から
・商業、業務、サービス機能の集約
・公益機能の集約・・・行政サービス(行政窓口等)、子育て支援機能、文化機能
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駅周辺地区の整備方針図

まちづくりの方針

ホテル、宴会、会議室等
・鉄道、バス等の公共交通の利便

・基盤整備、土地の再配
置(区画整理)等

スポーツ施設、その他公益機能等

性を活用した機能
豊明市の玄関口・シンボルとして、市

・鉄道、バス等の公共交通の利便性を活用した機能

民、来訪者にやさしい、文化・交流拠
点を形成します

景観整備、商業サービ
ス機能の導入

店舗の活性化
子育て支援センター、行政窓口、社会福
祉関係支援施設、商工会関連施設等、公
益機能の導入

・歩道橋等を整備
・前後駅周辺地区へ動線
を導く、シンボル性を

・駅に直結する立地条件を有効活用する。

確保

・再開発ビルのリニューアル

お寺の緑
・地域のコミュニティ、

文化センター、多目的ホール、桶狭間
古戦場サテライト機能等、公益機能

うるおいとして保全

・デッキに直結する

旧国道 1 号の拡幅、歩道整備

・1 階部分は駐車場として利用
・市街地の南側から見た景観、圧迫感の軽
減に配慮

医療、福祉施設
・鉄道、バス等の公共交通の利便性を
活用した機能
・既存施設の再開発等

賑わい空間
・周辺施設と連携した、イベント
等による駅前広場の有効活用

都心居住
・駅に近接する利便性を活かして、低
未利用地の有効活用
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前後駅周辺地区の整備手法
(３) 前後駅周辺の整備方針
参考－都市基盤を整備する手法(土地区画整理事業)
地区の現状、課題を踏まえ、導入が必要な機能の整備の方針を示します。(前頁図参照)
・土地を整形化して再配置するまちづくりの手法です。
駅南デッキを活かした、駐車場等の低未利用地の有効活用

・道路が狭く使い勝手の良くなかった土地が、使いやすくなり、土地の価値が上がります。

・デッキと直結する都市機能の整備・・・文化ホール、公益施設の導入

・土地の価値が上がった分だけ、土地を少しづつ出し合って、道路等の用地に充てます。

駅南において、駅に近接する利便性を活かした駐車場等の低利用地の有効活用

・勝川駅周辺、太田川駅周辺などでもこの手法を取り入れています。

・・・都心居住の立地促進
駅北において、都市基盤が整っていない低未利用地の有効活用
・道路等の整備と合わせた、都市機能の整備・・・都市基盤の整備、公益施設の導入、都心居住
の立地促進
国道 1 号交差点から前後駅周辺地区への視認性確保
・シンボル性の高い景観整備、商業・サービス機能の導入
再開発ビルの有効活用
・機能更新・・・店舗の活性化、公益機能の導入
前後駅全体における、景観・うるおい形成、歩行者空間の整備
図－国土交通省資料

・お寺等の緑の保全、敷地などの積極的な緑化、歩道の設置
(４) 整備手法の方針
地区の整備イメージを実現する方法を示します。
低未利用地等の公益施設の導入
・民間開発を誘導し、そのビルの一部として立地することができます。
・公共に、単独で建設し立地する方法もあります。(PFI 方式で、民間のノウハウ、資金活用の手
法もあります。)

参考－建物の共同化の手法(市街地再開発事業、優良建築物等整備事業)
・土地や建物を共同化して、権利を新しいビルの一部に変換します。
・自己利用したり、賃貸などで資産運用したり、希望に応じた利用ができます。
・多めに床をつくり(保留床)、それを売って建設費に充てます。
・前後駅前再開発ビルや勝川駅周辺、太田川駅周辺
でもこの手法を取り入れています。

駅北における、都市基盤の整備
・総合的、一体的に整備する方法として、土地区画整理事業があります。段階的に整備したり、
合意形成が取れた部分のみ小規模で行う等、柔軟な活用ができます。
複数の権利者が共同で店舗や共同住宅などを建設
・市街地再開発事業や任意の共同化手法があります。
旧国道 1 号などの幹線道路・歩道整備
・買収方式の道路事業の他、沿道の宅地を含めた沿道型の区画整理手法も活用できます。
景観誘導、緑化の推進
・景観計画、地区計画、建築協定等の規制誘導の制度があります。

図－国土交通省資料
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