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１　中心市街地活性化推進事業

　中心市街地は歴史、文化を背景とした本市アイデンティティ保持と観光魅力の創造、広域的都市機能の複合立地と中心商業
地たる役割が期待されています。中心市街地があるべき姿となり、これらの役割を果たすことができるようになることを目的とし、「岡
崎市中心市街地活性化ビジョン」（平成23年～32年度）に基づき、「交流」「暮らし」「商業」の三つの目標の達成に向けて活性化
事業を推進します。

Ⅵ.その他
１）主要プロジェクト主要主１）主 プロ要プ要要プ ェジロジ トクェェククトト主要主１）主 プロ要プ要要プ ェジロロジ トクェククトト

活性化の定義

●都市機能の増進があるまち
○文化の創出
○経済活動の中心
○都心型商業
○市民生活充実への貢献

●都市機能の増進・経済活力の向上の一体的推進があるまち

人が行きかうにぎわいの宿場町

基本理念

目標

～徳川家康公のふるさと岡崎～

魅力的な歴史・文化・暮らしに出会うまち

○消費の拡大
○事業・就業の機会創出
○市民が自慢できるまち

●市民活動の活性化
●観光客の誘致
●自転車・歩行者空間の創出

●経済活力の向上があるまち
○経済活動の持続
○環境変化への対応
○投資牽引

暮らしを支える豊かな城下町

●文化活動の活性化
●まちなか居住の推進
●高質な市街地環境の創造
●まちなかへのアクセス利便性の向上

キラリ輝く繁盛店がひろがる商人のまち

●ラグジュアリーモールの創造
●商店街の組織力の向上
●商店街を舞台としたイベント等の実施
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　本市の都市核に位置し、都市機能の一端を担うべき名鉄東岡崎駅の北口駅前広
場は、１日の乗降客約36,000人が利用する駅でありながら非常に狭く、タクシー、一般
車、バス等の交通が輻輳しており、混雑しています。また、駅ビルも老朽化が進んでい
るほか、入居店舗も減少しているなど、商業地域でありながら、かつての賑わいは見ら
れない状況です。
　このような状況を踏まえ、将来を見据えた中核市岡崎の玄関口にふさわしく、生活
支援や行政サービス機能等を兼ね備えるとともに、来訪者へおもてなしができ、誰もが
使いやすく、地域の賑わいを生む東岡崎駅へ再整備するために事業を進めています。
　東岡崎駅周辺地区整備事業は３つの都市計画広場整備（アクセス道路整備含
む）と歩行者空間整備、関連都市基盤整備を行ってまいります。

2　東岡崎駅周辺地区整備事業

整備種別

東岡崎駅周辺地区整備事業イメージ図

東岡崎駅交通広場
〔約5,300㎡／３層式〕 橋上駅舎、自由通路、バスターミナル、にぎわい広場

東岡崎駅前広場
〔約3,000㎡〕 一般車乗降場、タクシー乗降場・待機場、立体駐輪場

明大寺交通広場
〔約2,400㎡〕 一般車短時間停車場、観光及び企業バス乗降場、タクシー待機場

歩行者空間整備 北側立体横断施設、駅周辺アクセス道路改良に伴う歩道整備

関連都市基盤整備 駐輪場、河川緑地公園、北東街区整備

内　　容

東岡崎駅前広場
北口立体駐輪場
一般車停車場
タクシーのりば
タクシー一時待機場

北東街区整備

六所神社鳥居

乙川

東岡崎駅
西改札口
東改札口(平成24年度完成)

東岡崎駅交通広場
にぎわい広場
ひがおかプラザ
自由通路
駅ビル（規模未定）
バスターミナル

市道明大寺川端４号線

明大寺交通広場
一般車短時間駐車場
タクシー待機場
観光及び企業バス乗降場

市道上明大寺３号線

案内情報
来訪者を迎え入
れる市の玄関口

にぎわい
様々な人たちが
交流するゆとり
ある空間整備

使いやすさ
バリアフリー化を
始め、利便性の向
上や分かりやすさ
を考慮した整備

安全安心
自動車と分離し
た立体横断と治
安を考慮した明
るい駅前整備

生活支援

東岡崎駅

【機能構成】

市政情報提供や
住民票等の行政
サービス

環境・景観
景観や地域への
環境に配慮し、
時流に対応でき
る整備

誰もが
使いやすい
にぎわいの
交流拠点

N
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　都市機能の集約を進める康生地区～東岡崎駅周辺地区～岡崎駅周辺地区におい
て、現在整備が進められている東岡崎駅北口駅前広場整備を中心とした各種交通施
策を、市民・地域住民、交通事業者及び行政が三位一体で戦略的に展開します。
　東岡崎駅周辺では、橋上駅舎、自由通路、駐輪場、駅前広場の利便性・機能性が高
まる施設整備を進め、公共交通、自転車などの利用促進や、道路空間の整備と合わせ
た交通結節点としての交通環境を強化します。
　鉄道駅を含めたまちなかの拠点を結ぶバス基幹軸では、拠点を中心としたバス路線
の再編、まちなかと郊外部を連絡する快速バスの運行やバス停上屋、ベンチなどの待合
い・乗継ぎ環境などを整備し、バス利用環境を強化します。
　自転車・歩行者の利用促進につながる歩道、駐輪場などを整備し、交通安全の啓発
を含め安全で快適な自転車・歩行者通行環境を確保します。

3　まちなか総合交通戦略

バス基幹軸イメージ図

戦略プランイメージ図

大樹寺

康生地区

東岡崎駅
周辺地区

大規模
商業施設

岡崎駅
周辺地区

バ
ス
基
幹
軸



29

　JR岡崎駅周辺は、明治時代の東海道線開通以来発展してきた市街地ですが、本市の都心ゾーンにおける交通の拠点として
ふさわしい都市基盤整備と賑わいある市街地の形成が求められています。
　岡崎駅東土地区画整理事業による都市基盤整備と合せて、シビックコア地区整備計画に基づく官公庁施設や交流拠点など
を総合的かつ一体的に計画することにより、本市の都心ゾーンにおける南の拠点としてふさわしい回遊性と賑わいのある市街地
の形成を目指しています。

地区整備の基本方針
事業区域は岡崎駅を含む南北に長い区域で、北端に「シビック交流拠点（岡崎シビ
ックプラザ）」、南端に「交流拠点(市)」を配置します。
また、この交流拠点を結ぶ軸上にポケットパークや歩行者重視道路を整備し、立地
特性を活かした回遊性と賑わいあるまちづくりをすすめることとしています。

4　シビックコア地区整備事業

シビック交流拠点(岡崎シビックプラザ)
　地区の北端には、行政サービスの充実と利便性の向上を
図り、新しいまちづくりの先導的役割を担うことを目的として、
岡崎シビックプラザを建設しました。
【施設の概要】
市の複合施設「岡崎市シビックセンター」
国の６官署を集約した「岡崎合同庁舎」
国と市の立体駐車場

交流拠点(市)
　公共機能や公的機能の配置を条件としたコンペティション
による事業者の選定や、利用条件を定めたうえで建設等を
民間にお任せするなど、民間活用による整備手法も含めて
検討します。
　また、隣接する駅前広場等と連携し、歩行者の回遊性とシ
ンボル的な空間を感じる整備を行うことにより、シビックコア地
区における広域的な集客力を高めつつ街の賑わいを創造す
ることを期待しています。
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　藤川地区をはじめとする東部地域の活性化を目指し
て、東部地域交流センターと「道の駅　藤川宿」、及び周
辺道路を整備し、交流と賑わいのあるまちづくりを行いま
す。
　地域交流センターは、市民の文化・生涯学習・コミュニ
ティ・福祉等の活動に加え、様々な分野でのボランティア
活動等、総合的な市民活動を支援する施設です。既に３
館が開館し、この東部地域交流センターは４館目となりま
す。活動室５室のほか200人収容の多目的ホール、調理
室、プレイルーム、ギャラリースペース、防災活動室などを
備えます。
　「道の駅　藤川宿」は、国が国道１号を利用するドライ
バーの休憩場所として約100台分の駐車場とトイレを設置
するのに合わせ、市が農林産物直売所をメインとした地
域振興施設を整備します。特産品売店や観光情報スペ
ース等も設置し、岡崎市の東の玄関としての情報発信拠
点とします。
　周辺道路整備は、進入路となる市道整備のほか、名鉄
藤川４号踏切拡幅、名鉄藤川１号踏切廃止及び横断歩
道橋の設置等を行い、安全性の向上を図ります。

5　藤川地区整備事業

　本市は、東名高速道路の岡崎インターチェンジを介し
て全国の高速道路網と接続し、東西方向では国道１号、
南北方向では国道２４８号と国道４７３号などが地域の主
要な交通軸となっており、広域的な交流機能を高める役
割を担っています。
　また、現在新たな大動脈として建設中の新東名高速道
路には、樫山町にインターチェンジが設置され、高速、広
域移動環境がさらに強化されます。
　今後とも本市の産業、経済、暮らしを支える道路網の
計画的な配置、整備を図ります。

6　道路網整備

北東からの鳥瞰図（手前の建物が東部地域交流センター）

北西から（右の建物が地域振興施設）

新東名高速道路インターチェンジ <建設中>



2）岡崎市景観計画概要
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ふるさと景観資産
景観形成重点地区

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）

計画の構成



豊かなくらしに
宿場町の風情がただようまちなみ

くらしと地場産業が共生し、
活力あふれ、賑わいのあるまちなみ

一幅の絵のように美しく、一幅の絵のように美しく、
都市の風格を感じさせる岡崎城の歴史的眺望都市の風格を感じさせる岡崎城の歴史的眺望　大樹寺から岡崎城を望む歴史的眺望の景観は、まるで額の

中の絵のようで、本市を代表する景観資産として「ビスタライン」
と呼ばれています。ビスタは「眺望・展望」を意味します。
これは、約370年前の寛永18年（1641年）、徳川三代将軍家光
公が徳川家康公の十七回忌を機に、歴代将軍の位牌が安置
されている徳川家・松平氏の菩提寺である大樹寺の本堂から
「祖父生誕の地を望めるように」との想いにより、三門、総門（現
在は大樹寺小学校南門）を通して、その真中に岡崎城を望む
ように伽藍を配置、造営したことに由来しています。

大樹寺から岡崎城への眺望景観形成重点地区

　これまでの取り組み等を踏まえ、既に良好な景観を形成している地区として以下の３地区を先駆的に景観形成重点地区とし
て指定し、個 に々景観形成のルールを設けます。

名称

一幅の絵のように美しく、
都市の風格を感じさせる岡崎城の歴史的眺望

大樹寺から岡崎城への
眺望

八帖地区

藤川地区

地区の概要

大樹寺から岡崎城を望む歴史的眺望（ビスタライン）を保全するために
必要な地区

味噌製造工場と住宅が共存した住みよい住環境の維持・保全や商業・観
光地としての活性化のために景観まちづくりを進める必要がある地区

旧宿場町である藤川宿の風情を活かして藤川らしいまちなみを育み、地域
の活力や魅力を高める景観まちづくりを進める必要がある地区

将来の景観像（フォトモンタージュ）
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景観形成重点地区における景観計画

大樹寺から岡崎城への眺望景観形成重点地区 

岡崎城 

大樹寺 

矢作川 

矢作橋 



豊かなくらしに豊かなくらしに
宿場町の風情がただようまちなみ宿場町の風情がただようまちなみ

くらしと地場産業が共生し、くらしと地場産業が共生し、
活力あふれ、賑わいのあるまちなみ活力あふれ、賑わいのあるまちなみ

一幅の絵のように美しく、
都市の風格を感じさせる岡崎城の歴史的眺望

　八帖地区は、岡崎城から西へ八丁（約870
ｍ）の距離にある八帖町（旧八丁村）に位置し、
その名が全国に知られる「八丁味噌」の産地
として発展してきた地区です。現在も老舗製造
工場２社（国の登録有形文化財２件含む）が
立地し、その味を伝えています。
　産業観光拠点という地域の個性を活かし、
旧東海道や地場産業等の固有の歴史や伝統
と、ここで生活する人々のくらし、観光交流との
調和を通じて、良好な景観を保全及び創出し、
地域の魅力や活力を高めながら、八帖らしいま
ちなみを育んでいくことが大切です。

八帖地区景観形成重点地区

　藤川地区は、狭隘な地形のため、古来より交
通の要衝として、江戸時代には東海道３７番目
の宿場町として栄えました。現在も、西棒鼻と
東棒鼻の間を中心に、旧東海道沿いのまつ並
木や現存する歴史的な建造物等が地域固有の
景観として宿場町の面影を伝えています。
　また、新たなまちづくりとして、東部地域交
流センター、「道の駅 藤川宿」、及びその周辺
道路等の基盤整備などが進められています。
現存する歴史的建造物を核としながら、これ
らと新しいデザインが調和し宿場町の風情を
高める景観形成に取り組み、誇りや愛着を育
むことで地域コミュニティを活性化させ、まち
の魅力と活力を創出していきます。

藤川地区景観形成重点地区

くらしと地場産業が共生し、
活力あふれ、賑わいのあるまちなみ

カクキュー八丁味噌本社

八帖地区景観形成重点地区区域図

八丁蔵通り

豊かなくらしに
宿場町の風情がただようまちなみ

旧東海道「藤川宿」西の棒鼻

藤川地区景観形成重点地区区域図

旧東海道　松並木
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