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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 40 ha

平成 21 年度 ～ 平成 25 年度 平成 21 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 Ｈ１９ Ｈ２５

人/年度 Ｈ１９ Ｈ２５

人/年度 Ｈ１９ Ｈ２５1,137防災訓練・講習等参加者数 防災訓練・講習など防災活動の参加者等数 地域住民の安全・安心なまちづくりに対する意識の向上 825

52,617

藤川宿資料館入館者数 藤川宿資料館への入館者数 地域の資源を生かしたまちづくりによる来訪者の増加 1,328 1,433

市民活動施設利用者数 藤川学区市民ホーム、東部地域交流センターの施設利用者数市民活動（まちづくり活動やボランティア活動など）の活発化 7,307

・地域における市民活動を活性化し、コミュニティの再生と多様な市民活動のにぎわいと交流による地域活性化を図る。
・名鉄藤川駅の立体横断施設の設置、周辺道路整備により、安全で交流しやすい環境をつくる。
・地域の歴史、観光資源の発信など、市民力や地域力を生かしたまちづくりを展開する。
・道路整備、下水道整備など都市基盤の整備を進め、健康的な生活環境を創出する。
・地震、浸水などの災害に備え、安全に暮らせる環境を市民に提供する。

総合計画「岡崎21世紀プラン」においては、第１編総論第４章地域別計画で、計画的な道路整備や良好な住環境を有する生活基盤整備を進めるとともに旧東海道などの地域資源を生かしたまちづくりを進めることとしている。また、第２編各論第４章信頼
とふれあいのまちづくり（地域社会の充実）では、市民活動（コミュニティ、ボランティア・ＮＰＯ）の支援を掲げている。

指 標 定 義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 愛知県 岡崎市 藤川地区

計画期間 交付期間 25

大目標：安全で良好な生活環境を創出する、交流とにぎわいのあるまちづくり
・目標１：地域における市民活動（まちづくり活動やボランティア活動など）を活性化し、にぎわいと交流を創出する
・目標２：地域の資源を生かしたまちづくりを進め、多様な人々の交流による地域活性化を図る
・目標３：地域の基盤施設を整備し、地域住民が安心して暮らせる環境をつくる

・本地区は、岡崎市の東南部に位置し、旧東海道藤川宿の宿場町として発展してきた。
・昭和40年代頃から藤川宿の文化財保存活動が始められ、地域住民によって松並木の保護や管理、文化財目録の発刊、寺社や旧家の案内表示板が設置されるようになった。
・平成７年３月には、東海道藤川宿の文化的遺産を生かしたまちづくりの推進を目的とした「藤川宿まちづくり研究会」が発足した。松尾芭蕉が東海道を旅したとき、藤川の地でその美しさにひかれて俳句を詠んだという「むらさき麦」の栽培活動や「藤川宿
俳句」の募集などを行っている。
・周辺地域においては区画整理事業の進捗や工業団地造成により流入人口が増加する傾向にあるが、地区内においては十分な幅員が確保されていない道路や下水道整備の遅れなどにより都市基盤の整備が追いつかない状況であったが、平成17年
からは公共下水道整備事業に着手している。
・藤川駅西側にある藤川１号踏切では、平成17年に駅付近の学校に通う高校生の不幸な死亡事故が起きている。名鉄線路を南北に横断する立体的な歩行者用通路が未整備のため立体横断施設の設置が求められている。
・平成15年３月に策定された「地域交流センター基本計画」に基づき、「地域レベルのまちづくり活動推進とシビルミニマムを充足するための複合機能を有する交流拠点」をこの地区に建設することとしている。
・この施設内容は、市民活動支援、防災活動支援、生活文化情報提供、ギャラリーを基本機能に配置し、「地域、ふれあい、交流 ～地域の市民とともに育てていく施設」を基本コンセプトに、市民活動の活性化と地域に根ざした市民活動の交流及び振興
を図るものである。また、災害時には、地域交流センターと道の駅の持つ防災機能が連携し、地域防災の活動拠点となることを期待している。



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

○勉強会（ワークショップ等)の活動
・平成１９年度の東部地域交流センターの基本計画策定では、市民ワークショップによる計画策定に取り組んできた。また、藤川地区整備計画のもとになる「まち・みち交流創造プロジェクト研究会」では、地域の代表者、藤川宿ま
ちづくり研究会、地元大学（愛知産業大学、人間環境大学）関係者などが中心的な役割を果してきた。
・藤川地区のまちづくりは、こうした地域住民などからの提案を得ながら進めてきた。
・今後も、地区内の歴史・観光資源を目的とした来訪者に対する地域住民のおもてなしの心を育成するなど、地域と行政が協働してまちづくりを推進していく。

方針に合致する主要な事業

○地域における市民活動を活性化し、にぎわいと交流を創出する。
・まちづくりやボランティア、ＮＰＯなどの市民活動、生涯学習活動を支援する拠点となる地域交流センターを整備する。

（基幹）地域交流センター整備事業

○地区内に集積する歴史・観光資源を生かしたまちづくりを進め、多様な人々の交流を推進する。
・東海道藤川宿へ観光客を誘導する情報板を整備し、道の駅地域振興施設内には地域の物産や観光情報を発信する観光案内所を整備する。
・市民ワークショップの開催やイベント支援などにより、地域住民のまちづくり活動を支援する。
・藤川宿の本陣跡地を有効活用するため観光客の休憩場所となる広場整備とともに宿場町をイメージさせる高札場を整備する。

（基幹）情報板整備事業
（提案）地域振興施設整備事業
（提案）藤川宿本陣跡広場整備事業
（提案）市民ワークショップの開催
（提案）藤川宿魅力増進事業
（関連）国道１号休憩施設整備事業

○地域の基盤施設を整備し、地域住民が安心して暮らせるまちづくりを進める。
・災害発生時の通信機能や防災備品等の備蓄場所、自主防災組織の活動拠点を整備する。
・地域交流センター及び道の駅へのアクセスのほか、駅周辺の安全性と利便性を確保するための整備を行う。
・通学路の安全性を確保するため、車と人が輻輳する藤川４号踏切を拡幅する。

（基幹）地域交流センター（防災倉庫）整備事業
（基幹、提案）道路改良事業
（提案）普通河川十王川暗渠化
（関連）国道１号三河高校入口交差点改良
（関連）名鉄藤川４号踏切拡幅事業

○藤川宿まちづくり研究会の活動
・藤川宿まちづくり研究会（以下、「研究会」）は、東海道藤川宿に残る史跡、資料などを後世に伝え、まちづくりにも生かしていくことを目的に地域住民が組織した団体であり、松尾芭蕉作と伝えられる「爰も三河 むらさき麦の
かきつはた」の句碑にちなんだむらさき麦の栽培活動や宿場の環境整備、観光イベントの開催などに積極的に取り組んでいる。
・道の駅地域振興施設内には、藤川宿の史跡や魅力を発信する観光・物産情報提供機能の設置を計画しており、研究会のメンバーによるボランティアガイドや、観光案内ブースでの情報発信を期待している。また、研究会では、藤川
宿ガイドを育成するための学習講座（年１０回程度）を開催するなどの準備を進めている。

○道の駅整備事業
・地区の北端を東西に走る国道１号は、１日当たりの交通量が５万台を超え、夜間の大型車交通量も多いため、交通安全上から２４時間利用できる休憩施設が必要である。しかし、愛知県内の国道１号沿いには駐車施設がなく、民間
の商業施設では大型車用駐車場を確保することができないため、大型車両が路肩などに駐車して休憩をとっている場合もある。そのため、この地区に駐車施設を整備することで、国道１号を利用するドライバーが自由に休憩できる環
境を整えるとともに、市が設置する地域振興施設では地域の物産や観光情報を発信し、これらをあわせて道の駅整備事業とすることで地域活性化の拠点づくりを進める。



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53m 21 24 21 24 68.8 68.8 68.8 68.8

岡崎市 直 ー 22 23 22 23 381.9 381.9 381.9 381.9

岡崎市 直 延長134m 21 24 21 24 118.1 118.1 118.1 118.1

岡崎市 直 延長194m 21 24 21 24 147.1 147.1 147.1 147.1

岡崎市 直 延長88m 22 22 22 22 8.3 8.3 8.3 8.3

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設（情報板） 岡崎市 直 3カ所 24 24 24 24 7.4 7.4 7.4 7.4

地域生活基盤施設（地域防災施設） 岡崎市 直 延床：18.5㎡ 22 24 22 24 7.4 7.4 7.4 7.4

高質空間形成施設

高次都市施設（地域交流センター） 岡崎市 直 延床：2,147.7㎡ 21 24 21 24 1,051.6 1,051.6 1,051.6 1,051.6

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 1,790.6 1,790.6 1,790.6 1,790.6 …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 延長158m 22 22 22 22 109.2 109.2 109.2 109.2

岡崎市 直 延長110m 24 24 24 24 4.2 4.2 4.2 4.2

地域振興施設 岡崎市 直 延床113㎡ 21 24 21 24 35.3 35.3 35.3 35.3

岡崎市 直 面積977㎡ 25 25 25 25 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0

岡崎市 直 ー 21 24 21 24 9.9 9.9 9.9 9.9

岡崎市 直 計６回 21 23 21 23 2.6 2.6 2.6 2.6

合計 181.2 181.2 181.2 181.2 …B
合計(A+B) 1,971.8

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
名鉄藤川４号踏切拡幅 岡崎市 延長91m ○ 21 21 111

国道１号休憩施設整備事業 国 国土交通省 ○ 21 24 660

地域振興施設（収益部分） 岡崎市 延床1,217㎡ ○ 21 24 425

国道１号三河高校入口交差点改良 国 国土交通省 ○ 21 24 100

藤川宿を詠む俳句募集 東海道藤川宿 藤川宿まちづくり研究会 年１回 ○ 8 ー ー

むらさき麦栽培活動 東海道藤川宿 藤川宿まちづくり研究会 ー ○ 7 ー ー

藤川宿カレンダー作成 藤川宿まちづくり研究会 年１回 ○ ー

市道藤川田中線道路改良工事 岡崎市 延長93m ○ 150

市道藤川西川向1号線道路改良工事 岡崎市 延長160m ○ 254

合計 1,700

地域創造支
援事業

藤川宿本陣跡広場整備

道路

市道藤川沖田３号線

市道藤川沖田４号線

市道藤川沖田４号線（名鉄横断部）

市道藤川沖田１号線

市道藤川田中線

0.0

事業主体 直／間
うち民負担分

0.0

0.0

0.0

0.0

交付限度額交付対象事業費 1,971.8

事業 事業箇所名
細項目

788.7 国費率 0.4

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

情報案内板 0.0

防災倉庫（地域交流センター内） 0.0

東部地域交流センター 0.0

住宅市街地
総合整備
事業

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分
普通河川十王川暗渠化 ー 0.0

山綱川左岸堤防道路 ー 0.0

0.0

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

藤川宿魅力増進事業 ー 0.0

市民ワークショップの開催 ー 0.0

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

ー

ー

ー

ー

－

－

東海道藤川宿



都市再生整備計画の区域

藤川地区（愛知県岡崎市） 面積 40 ha 区域 岡崎市藤川町、市場町の一部

岡崎市役所

名鉄名古屋本線

国道１号

藤川地区
（40ha）

国道248号

東海道本線

愛知環状鉄道

0 2000
1:50,000



市民活動施設利用者数 （人／年） 7,307 （ １９年度） → 52,617 （ ２５年度）
藤川宿資料館入館者数 （人／年） 1,328 （ １９年度） → 1,433 （ ２５年度）

防災訓練・講習等参加者数（人／年） 825 （ 1９年度） → 1,137 （ ２５年度）

藤川地区（愛知県岡崎市） 整備方針概要図

目標 安全で良好な生活環境を創造する、交流とにぎわいのあるまちづくり
代表的
な指標

■基幹
高次都市施設
地域交流センター事業

■基幹
地域生活基盤施設
地域防災施設事業

○関連事業 国道1号休憩施設整備事業
○関連事業 地域振興施設（収益部分）
○関連事業 国道1号三河高校入口交差点改良工事

■基幹
道路事業
市道藤川田中線改良工事

■基幹
道路事業
市道藤川沖田3号線整備工事

○関連事業 名鉄藤川4号踏切拡幅工事

□提案
地域創造支援事業
普通河川十王川暗渠化工事

○関連事業 藤川宿を詠む俳句募集
○関連事業 むらさき麦栽培活動
○関連事業 藤川宿カレンダー作成

□提案
地域創造支援事業
山綱川左岸堤防道路整備工事

■基幹
道路事業
市道藤川沖田４号線（名鉄横断部）

１級
河
川

山
綱
川

国道1号線

名古屋鉄道本線

■基幹
地域生活基盤施設
情報板整備事業

■基幹
道路事業
市道藤川沖田１号線改良工事

□提案
地域創造支援事業
地域振興施設整備事業

□提案
地域創造支援事業
藤川宿本陣跡広場整備事業

□提案
まちづくり活動推進事業
藤川宿魅力増進事業

□提案
まちづくり活動推進事業
市民ワークショップの開催

道の駅地域振興施設・駐車場 イメージ図

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

■基幹
道路事業
市道藤川沖田4号線改良工事

東部地域交流センター イメージ図

○関連事業
市道藤川田中線改良工事

○関連事業
市道藤川西川向1号線道路改良工事


