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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 74.8 ha

平成 17 年度　～ 平成 21 年度 平成 17 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／年度 平成15年度 平成21年度

万円 平成15年度 平成21年度

人 平成15年度 平成21年度

人／日 平成15年度 平成21年度

都道府県名 愛知県 岡崎市
おかざきし

康生
こうせい

周辺
しゅうへん

地区
　　ちく

計画期間 交付期間 21

　
「魅力ある中心市街地の再構築」
　～岡崎城下町としての歴史性を継承しつつ、成熟した都市型社会の中心地形成を目指し、誰もが訪れたくなるにぎわいと魅力のまちづくり～

　本市の中心市街地は、江戸時代における城下町・宿場町を基盤として発展してきた経緯があり、戦後は戦災復興土地区画整理事業の実施、昭和40年代後半の本町康生地区市街地再開発事業によって現在の都市基盤が確立されている。
　古くからの商店街や再開発による大規模な商業施設によって、商業集積地が形成されているが、近年のモータリゼーションの進展や国道２４８号沿線へのロードサイド型店舗の発達、大規模ショッピングセンターの立地により、商業集積地としての機能・魅
力の低下や買い物客離れが進み、空き店舗が目立っている状況であり、また核となる広域商業施設の相次ぐ撤退による空床の増加や大型ビルの閉鎖により、更なる空洞化が懸念される状態である。
　中心市街地の商店数、従業者数、年間販売額も平成３年頃をピークに減少を続けているとともに、市全体に占める割合も低下している状況であった。この状況に危機感を抱いた中心市街地の９商店街は、平成８年、未来城下町連合を設立して各商店街の
連携を強化するとともに、「城下町フェスタ」を企画開催し、市街地の活性化を図った。この城下町フェスタは現在も続いている。
　一方、岡崎商工会議所は平成６年に中心市街地活性化研究会を設立し、空き店舗対策の研究などを進めた。平成９年６月には、この研究会を母体に、商工会議所街づくり委員会、地元大型店によって構成されるフレッシュ康生協議会を加えた中心市街地
活性化対策協議会を設立し、中心市街地における商店街・大型店をはじめ、公共施設をも考慮した一体的整備を推進し、岡崎の顔として魅力ある中心市街地の形成に向けて研究を重ねた。
　また、岡崎商工会議所は平成１０年度に国の商店街活性化先進事業の認定を受け、空き店舗対策モデル事業として５カ所の空き店舗を実験的に運営した。平成１１年度以降は市が商工会議所に「チャレンジマート運営委託事業」として委託して、空き店舗
対策事業を継続している。
　平成１２年３月、中心市街地としてのにぎわい性や求心性などを取り戻すため、中心市街地６６ha内に｢岡崎の歴史・文化象徴ゾーン」、｢高感度生活交流ゾーン」、及び「未来城下町探索ゾーン」の３ゾーンを位置づけ、各ゾーンの魅力ある整備を進めつつ、
相互に連携して回遊性を高め、一体的な活性化・市街地形成を図ることを掲げた「中心市街地活性化基本計画」を策定した。
　平成１４年の市民意識調査によれば、中心市街地の将来像として「楽しく歩いて買い物ができる商店街」を期待する人の割合が最も多く、市民からは中心市街地の求心力を高める対策が求められた。
　平成１５年１０月には、高感度生活交流ゾーン内の松坂屋ビル６階において、大型店空き床の活用対策としてコミュニティ・サテライト・オフィスを開設した。運営は岡崎大学懇話会に委託して、大学と市民・産業界・行政との新たな協調活動を推進している。
　しかし、高感度生活交流ゾーンは、大型店の閉鎖や空き床の増加により、中心市街地の中でも都市機能・都市活力の低下が著しく、再活性化は喫緊の課題となっている。その先導的役割を果たし、周辺エリアへの集客吸引のインパクトを与えるために、
平成１６年３月、「『楽・習・交流』を育む魅力ある生涯学習拠点の形成」をメインテーマとした複合型生涯学習拠点建設に向けた整備基本計画を策定した。策定にあたっては、学識者、商工関係者、関係市民団体代表者で構成される「中心市街地活性化推進
検討会」の提言を受けた。
　一方、民間においては平成１６年８月に「岡崎城下まち都心再生協議会」を発足させた。同会は、学術、産業交流と歴史ある伝統的風土を活用して、自然・文化・生活に深みがあり、新しい文化的な彩りのある豊かな市民ライフスタイルの創出に資するため、
中心市街地の各街区及び権利者等のまちづくりの協業に関する統一的な行動基準、役割分担指針を定め、商店街整備基本計画の策定を目指している。

・中心市街地内の特性・資源を活かした魅力ある都市空間を創出する。
・市民の知的・文化的ニーズへの対応による自己実現と自主的な活動及び岡崎らしさの発信により多様な交流を創出する。
・岡崎市の文化・情報発信拠点となる施設を導入する。
・公有地の有効活用による拠点整備を進める。

(岡崎市総合計画）
・既存の都市基盤を活用しながら、にぎわいや集客力のある複合公共施設の整備や魅力ある環境整備を進め、中心市街地の活性化を図る。
・交流拠点施設、道路、情報通信など交流機能の整備を進め、拠点性の確保と他の地域との連携強化を図る。
（岡崎市都市計画マスタープラン）
・西三河地域の中心地として商業機能を中心としつつ、文化交流・情報発信などの新たな魅力あふれる複合機能の創出により、都心核の形成を図る。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

770,000

小売年間商品販売額 商業統計調査 中心市街地への来街者増加に伴う小売年間販売額の増加 3,027,279 3,030,000

図書館入館者数 図書館入館者数 中心市街地への来街者増加 432,722

131,000

バス乗降者数

計画区域内バス停乗降者数
（康生町、籠田公園前、岡崎公園前、本町、魚町、康生通西、
松坂屋前、シビコ北、図書館交流プラザ、龍城橋西、
街情報ステーション、籠田公園、板屋町口、岡崎公園前）

中心市街地への来街者増加に伴う、乗降者数の増加 3,460 3,650

岡崎城入場者数 人／年度 地域内の岡崎城址公園整備により、岡崎城入場者数増加 124,847



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

・歴史的環境を活かした憩いの空間を創出すると共に防災空間としての整備を図る。 ・（基幹）岡崎城址公園整備事業
・（提案）家康館展示改装事業
・（提案）岡崎城址公園整備事業
・（提案）史跡岡崎城跡整備基本設計作成事業

○事業終了後の住民等による継続的なまちづくり活動の内容
　・複合型生涯学習拠点の建設整備にあたっては、市民参加によるワークショップを開催し、設計段階から市民要望を十分に反映するとともに、市民自らが施設完成後の管理運営主体となりうるようなＮＰＯ育成を図る。
　・中心市街地９商店街の連携組織である「未来城下町連合」は、自助自立により商店主の熱意と地域の愛情を呼び起こし、地域の賑わいを市民とともにつくりだし、また、その体験を通して、次世代の人づくりをしていく。地域の有形・無形の財産を掘り
起こし、２１世紀に通用する商店街・街づくりをしていく。そして、そのための行動を実行し、継続していく。
　・平成１６年８月に設立された康生周辺地区の権利者及び準権利者で構成される「岡崎城下まち都心再生協議会」は、(1)西三河広域生活圏中核の再構築に対する有効な措置並びに再生・活性化総合整備基本方針の策定、(2)再生基本計画及び商
店街整備基本計画の策定、(3)市民、行政、権利者、企業権利者等の複合的課題に関する統合的事業システムの構築及び事業主体等組織の設立を目指して事業活動を展開していく。

方針に合致する主要な事業
・中心市街地にふさわしい魅力ある都市空間を創出する。 ・（基幹）市道岡崎郵便局北線改良工事

・（基幹）市道中央青果市場東線改良工事
・（基幹）市道伊賀川堤４号線改良工事
・（基幹）市道元能見康生通西線改良工事
・（基幹）市道伊賀川堤４号線歩行者空間整備
・（基幹）伊賀川水辺空間環境整備事業
・（基幹）歩行者空間（プロムナード）整備
・（基幹）シビコ西広場整備

・多様な交流によって市民のまちづくりへの意欲を創出する。
・公有地を有効活用し、文化・情報発信拠点となる魅力ある都市空間を創出する。

・（基幹）地域交流センター
・（基幹）地域交流センター広場整備
・（提案）図書館



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

岡崎市 直 延長370ｍ 16 21 17 21 1,035.6 551.6 551.6 551.6

岡崎市 直 延長41.5ｍ 17 18 17 18 50.1 50.1 50.1 50.1

市道中央青果市場東線改良工事岡崎市 直 延長78m 19 19 19 19 7.8 7.8 7.8 7.8

市道元能見康生通西線改良工事岡崎市 直 延長240m 19 20 19 20 135.5 135.5 135.5 135.5

公園 岡崎市 直 面積9.7ha 16 21 17 21 376.2 237.2 237.2 237.2

河川 0.0

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 岡崎市 直 － 16 21 18 21 128.2 128.2 128.2 128.2

高質空間形成施設 岡崎市 直 － 17 20 17 20 344.0 344.0 344.0 344.0

高次都市施設 岡崎市 直 － 16 19 18 19 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0

既存建造物活用事業 －

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 4,177.4 3,554.4 3,554.4 3,554.4 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
岡崎市 直 16 17 17 17 105.0 98.0 98.0 98.0

岡崎市 直 19 21 19 20 6.6 6.6 6.6 6.6

岡崎市 直 延床14,000㎡ 16 19 18 19 3,978.7 3,978.7 3,978.7 3,978.7

岡崎市 直 － 17 18 17 18 15.6 15.6 15.6 15.6

－ 0.0

－ 0

－ 0

合計 4,105.9 4,098.9 4,098.9 4,098.9 …B
合計(A+B) 7,653.3

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
未来城下町連合 ２６講座 ○ 16.0 ー ー

街角情報ステーション 康生通東2-43 岡崎商工会議所 ○ 12.0 20.0 60.0

岡崎市 ○ 16.0 19.0 44.0

岡崎市 ○ 16.0 20.0 76.0

地域交流センター 岡崎市 980㎡ ○ 18.0 19.0 638.0

空き店舗対策事業 岡崎市 ○ 16.0 19.0 20.0

合計 838.0

所管省庁名事業箇所名

ジャズ展示・創作工房・調理室

交付期間内事業期間
規模事業主体 直／間

（参考）事業期間

－

住宅市街地
総合整備
事業

事業箇所名事業
細項目

－

全体事業費

家康館展示改装事業
地域創造
支援事業

岡崎公園内

岡崎城址公園整備

－

（参考）事業期間

岡崎城址公園整備

市道伊賀川堤４号線改良工事

事業
細項目

事業主体事業箇所名

岡崎城址公園整備事業

図書館

事業期間

３店舗

（いずれかに○）

中心市街地商店街

史跡岡崎城跡整備基本設計作成事業

0

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業

得する街のゼミナール

－

－

規模事業主体

うち民負担分
交付期間内事業期間

規模直／間

市道岡崎郵便局北線改良工事

－

－

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち民負担分

国費率 0.293

0

交付対象事業費 7,653.3 交付限度額 2,240

道路

コミュニティサテライトオフィス

都市型新産業基盤施設整備事業 康生ビル、セルビ

大型店空き床有効活用事業

－

岡崎城址公園整備

地域交流センター内



都市再生整備計画の区域

　康生周辺地区（愛知県岡崎市） 面積 74.8ha 区域 魚町、籠田町、康生町、康生通、材木町、八幡町、本町通、連尺通の全部と西魚町、田町、八帖北町、伝馬通の各一部

0 3000m

東名高速道路

国道１号

国道２４８号

愛知環状鉄道

ＪＲ東海道線

名古屋鉄道

康生周辺地区
　　(74.8ha)



図書館入館者数 (人/年度) 432,722 （　１５年度）→ 770,000 （　２１年度）
小売年間商品販売額 万円 3,027,279（　１５年度）→ 3,030,000 （　２１年度）
バス乗降者数 （人/日） 3,460 （　１５年度）→ 3,650 （　２１年度）

　康生周辺地区（愛知県岡崎市）　整備方針概要図

目標 魅力ある中心市街地の再構築
代表的
な指標

0 500m

□提案事業　家康館
　　　　　　　　　展示改装事業

Ｎ

■基幹事業
　　　伊賀川水辺空間
        環境整備事業

■基幹事業　岡崎城址公園整備事業

□提案事業 岡崎城址公園整備事業
                  史跡岡崎城跡整備
           　　　　　　基本設計作成事業

保育園

一級河川 乙川

←

国道１号

■基幹事業　市道岡崎郵便局北線改良工事

■基幹事業　地域交流センター
■基幹事業　地域交流センター広場整備
□提案事業　図書館
○関連事業　地域交流センター

■基幹事業　市道元能見康生通西線 改良工事

■基幹事業
　　市道中央青果市場東線
          　　　　　　改良工事

○関連事業　空き店舗対策事業
■基幹事業
　　　市道伊賀川堤４号線
　　　　　　　　　　改良工事
　　　　　　・歩行者空間整備

地域交流センターイメージ図

岡崎城址公園整備事業イメージ図

○関連事業　都市型新産業基盤施設整備事業

○関連事業　大型店空床有効活用事業

○関連事業　街角情報ステーション事業
○関連事業　得する街のゼミナール

■基幹事業　シビコ西広場整備
■基幹事業　歩行者空間
　　　　　　　　　（プロムナード）整備

関連事業

基幹事

提案事

凡　　例

関連事業

基幹事


