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額田地域都市計画導入調査について 

 

．額田地域に係わる検討フロー（Ｈ１ 18年度～20年度）  

 
 
 

額田地域の将来方向の検討 

 地域構造図の検討 

 地利用・ 築物の規制・土 建

誘導手法の抽出 

額田地域の課題と将来方向の検討 

額田の地域づくり 

ワークショップの開催 

（Ｈ18．12～Ｈ19．３） 

合計４回を予定 

・ 額田地域の整備方針 
（都市計画マスタープランとの整

合性の確保） 

 

．１ 検討フロー 

．現状と課題及び地域づくりの２  

視点＜経過報告＞ 

．ワークショップの進め方等３  

 

第 回２ 策定委員会  

都市計画導入に係る現況調査  

額田地域の課題の整理 

＜平成 18年度＞ 

まちづくり方針と都市計画導入の検討 

都市計画導入（都市計画を導入しな

い場合）の課題整理 

都市計画区域等の指 の検討定  

 都市計画区域の対象区域の検討 

 都市計画区域の指 効果等の検定

討 

 まちづくり方策の検討 

額田地域のまちづくりの方針
（案）の検討 

 地利用及び拠点整備の方針土  

 施 整備の方針設  

 景観・自然環境保全の方針 等 

額田地域の整備方針（地域別構想） 

全体構想  

地域別構想  

＜平成 19年度＞ 

＜平成 20年度＞ 

 

．１ 課題 

．将来方向の検討２  

．ワークショップの結果報告３  

（第１回～第３回結果） 

 

第 回３ 策定委員会  

反映 

反映 

資料６ 

都市計画の導入についての

市の方針の確定 

 

 

愛知県との協議調整 

 

都市計画勉強会の開催 

（Ｈ18．8～Ｈ18．9） 

合計７会場で開催 
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．額田地域の現状と課題及び地域づくりの視点（経過報告）２  

  都市計画導入に係る現況調査を踏まえた現状と問題点、課題のキーワード及び地域づくりの視点は以下のように考えられる。

 

1 地域の概況 

2 人口・世帯調査 

3 産業調査 

5 市街地・ 物建 状況

調査 

6 地域地区等の指定

状況調査 

7 都市施 調査設  

9 地域資源状況調査 

参考 住民意向調査 
（既往調査） 

4 地利用調査土  

○豊かな自然 歴史環境を有している・ 。  
 

主な現状と問題点 

○人口減少により地域コミュニ ィの低下が懸念されるテ 。  
○人口の 向は社会 態の影響が大きい動 動 。  
○30 歳代の若いファミリー層が少ない。  
 

○農林業の生産性が低下している。  
○第 1 次産業就業者が大きく減少している。  
○高齢化を背景に農林業の後継者不足が顕在化している。  
 

○農地 森林等が減少している・ 。  
○農地転用は増加傾向にある。  
○新築件数は平成7年度から減少傾向にある。  
○比較的小規模な開発行為が行われている。  

○商業に係る日常の利便施設が少ないと推察される。 

○全域が都市計画区域外で、個別規制法による農業地域、森林地域、自然公

園地域の指定や条例により土地利用の規制 誘導が行われている。・  

○地域内町道の改良率は 50 ％程度である。  
○町道の平均幅員は 4 ｍを下回っている。  
○高齢化によりバ 等の需要が一層高まることが予想されるス 。  

○自然環境の保全や住宅地確保の意向が比較的高い。 
 

○観光入込客は減少している。  
 

地域間交流 促の 進  

園居住 と田 の推進  
若 ファミリ 住化い ーの定  

 

高齢 などが安心者 できる  
ま づくち りの推進  

道路 交通 利便性 向上・ の の  

日常利便施 充実設等の  

土地 適 管理の 正  
 

仮称（ ）額田 IC 周辺におけ
土地利用 序る の整 等  

 

農 振興と林業の  
農地 荒廃化 防止・山林の の  

住近接 ま づく職 の ち りの推進 

豊かな自然 歴史環境・ を 
活かした観光 振興の  

● 地域コミュニティ 視点の  
 額田地域では、平成 7 年から人口が減
少傾向となっており、少子高齢化も著し

い。地域人口の維持と高齢者等が安心で

きる暮らしの確保の観点から、定住化や

交流促進、高齢化等の対応が必要である。 

● 生活環境 視点の  
額田地域における質の高い生活環境を

確保する観点から、快適性の改善や利便

性の向上等の対応が必要である。  
 

● 土地利用 視点の  
都市計画区域外という比較的緩やかな

規制状況のなかで、豊かな自然環境を保

全する観点から、農林業の振興や農地・

山林の保全等の対応が必要である。特に、

（仮称）額田 IC周辺の建設が予定されて

いる地域では、IC建設に伴う開発や建築

などのインパク をどう受け止めていくト

かという観点から、土地利用の整序や管

理等の対応が必要である。 

 

● 振興 視点産業 の  
地域経済の安定的な発展への寄与や観

光などの産業振興の観点から、豊かな自

然環境や既存の観光資源の活用や雇用

機会の確保等の対応が必要である。  

地域づくりの４つの視点 課題のキーワード 調査項目 

○少子高齢化の進行は県平均を上回り特に著しい。  
○高齢者世帯割合の増加が推察される。  
 

○製造品出荷額は増加傾向にある。  
○製造業の事業所が特に減少している。  
○産業就業者が減少している。  
 

○IC 周辺地区では開発 向が比較的活発である動 。  
○IC 建設により開発インパク の一層の高まりが予想されるト 。  
 

○一部の公共施設では利用が低下している。  
 

○IC 周辺地区では建物用途が混在している。  

○IC 周辺には比較的規制の弱い農振白地地域等がみられる。  

○就業者の流出 流入状況は岡崎地域との関連が最も高い・ 。  
○日常の買物 向は岡崎地域との関連が最も高い動 。  
 

○人口1人あたりの商業販売額をみると岡崎地域を下回る水準にある。  
○小売業の世帯当たり売り場面積は県平均や岡崎地域を下回る水準にある。 

8 災害・犯罪・ 故状況調査事  ※次回委員会においてご提示予定  
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参考．市全体と額田地域の現況調査の関連表 

 

 全体市 査調   額 地域田 入都市計画導 査調   
査項目調  

査 目的調 の  デ作成 ータ  査 目的調 の  デ作成 ータ  備考  

位置、地勢等の整理・  位置、地勢等の整理・  
岡崎市域の概要把握・  

気象条件の整理・  
・額田地域の概要把握 

気象条件の整理・  

市域の変遷と歴史・  市域の変遷と歴史・  

1.概況 

岡崎市域の歴史 文化の把握・ ・  
文化財・  

額田地域の歴史 文化の把握・ ・  
文化財・  

 

人口 世帯数増減傾向の把握・ ・  ・地域人口、地域別人口の推移 ・人口 世帯数増減・ 傾向の把握 ・地域人口、地域別人口の推移 きめ細かく現状把握するため、小学校区別で整理 

人口密度の把握・  ・校区別の人口密度 人口密度の把握・  ・校区別の人口密度  

世帯数 世帯人員の推移・ ・  ・世帯数 世帯人員の推移・   

 ・校区別世帯数の推移 きめ細かく現状把握するため、小学校区別で整理 世帯構造の把握・  

世帯人員別世帯数・  

世帯構造の把握・  

・世帯人員別世帯数  

年齢・ 3区分別人口構成 ・年齢3区分別人口の推移  年齢・ 3区分別の人口増減の把握 

少子 高齢化の傾向把握・ ・  ・5歳階級別年齢人口構成 

・年齢3区分別の人口増減の把握 

・少子 高齢化の傾向把握・  ・5歳階級別年齢人口調書  

人口増減要因の把握・  人口 態の推移・ 動  人口減少要因の把握・  ・人口 態の推移動  

2.人口 帯 査・世 調  

流出 流入先の関係把握・ ・  通勤 通学流 状況・ ・ 動  流出 流入先の関係把握・ ・  通勤 通学流 状況・ ・ 動  

 産業就業者の比率の把握・  産業別就業者比率・  就業者の増減傾向の把握・  産業別就業者比率・  

 

農林業の状況把握・  農業産出額の推移・  農林業の状況把握・  

・農業生産額の推移 

・農林業施策の状況 

・林業生産状況の推移 

農林業が基幹産業である額田地域におけるこれまで

の農林業関連事業を把握するため、農林業施策、農

業生産基盤整備状況等を整理 

商品販売額の推移・  商品販売額の推移・   

金融 サービ 業等の状況・ ・ ス    

地価 向・ 動    

大型店舗販売額・    
商業活力の状況把握・  

中心市街地の商品販売額の状況・  

商業活力の状況把握・  

  

年間工業出荷額等の増減傾向の把握・  工業出荷額等の推移・  年間工業出荷額等の増減傾向の把握・  ・工業出荷額等の推移  

・事業所の推移 ・事業所の推移  

3. 査産業調  

事業所数の・ 増減傾向の把握 
・事業所の分布状況 

事業所数の増減傾向の把握・  
・事業所の分布状況  

土地利用・ 現況の把握 ・土地利用現況図 ・土地利用現況の把握 
・土地利用現況図 

土地利用面積の推移・  

 

市街化区域内の未利用地等の状況把握・  ・非可住地および未利用地等の状況    

市街化区域内の開発 向の把握・ 動  ・開発 向の推移動  開発 向の把握・ 動  
・開発 向の推移動  

 

きめ細かく現状把握するため、小学校区別で整理 

農地の転換 向の把握・ 動  農地転用・ 面積の推移 農地の転換 向の把握・ 動  
・農地転用面積の推移 

 

きめ細かく現状把握するため、小学校区別で整理 

4.土地利用 査調  

・新築 向の把握動  ・建築（新築）確認の推移 新築 向の把握・ 動  ・建築（新築）確認の推移 きめ細かく現状把握するため、小学校区別で整理 

人口集中地区人口、面積の推移・     
適正市街化区域設定の基礎資料整理・  

市街化区域内人口密度・     

建物用途別現況・  ・建物用途別現況 

建ぺい率・ 容積率現況・  ・建ぺい率 容積率現況・  

5. 街地 物状況市 ・建
査調  

建物現況の把握・  

建物の構造、老朽度・  

・建物現況の把握 

・建物の構造と階数現況 

額田 IC周辺における建物用途状況を整理 

用途地域の指定状況の把握・  用途地域の指定状況・     

その他の地域地区の指定状況・  
高度利用地区、防火地区 準防火地区、風致地・ ・

区、駐車場整備地区、生産緑地地区の指定状況 
  

 

市街地開発事業等の状況把握・  
土地区画整理事業、市街地再開発事業、地区計・

画 
  

 

6.地域地区等の指
状況定 査調  

その他の土地利用の規制状況・  
土地利用の制限、資源の保全に関する規制等の・

指定状況 
  

都市計画区域外の・ ため土地利用５区分（農業地域、
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 全体市 査調   額 地域田 入都市計画導 査調   
査項目調  

査 目的調 の  デ作成 ータ  査 目的調 の  デ作成 ータ  備考  
 

  
都市計画法以外の個別規制法等の把・

握 

・土地利用規制の指定状況及び土地利用規

制面積の状況 

森林地域、自然公園地域等）の指定状況を整理  
・額田 IC周辺における法規制状況（農業振興地域、

農用地、森林地域等）を整理  

・道路交通網の状況 ・道路交通網の状況 
広域交通網の状況の把握・  

主要道路の・ 自 車交通量の状況動  
・広域交通網の状況の把握 

・主要道路の自 車交通量の推移動  

都市計画道路の整備状況・  
都市計画道路の整備現況の把握・  

都市計画道路の整備密度・  
・道路の整備現況の把握 ・道路率の状況 

 

鉄道乗降客数の推移・   

バ 路線網・ ス の状況 バ 路線網・ ス の状況 公共交通の・ 状況把握 

・バ 路線及び運行本数の状況ス  

公共交通の現状把握・  

・バ 路線及び運行本数の状況ス  

 

公園の・ 1人当り整備状況  

公園の供用率・   公園緑地の状況把握・  

公園緑地位置図・  

公園緑地の状況把握・  

公園緑地位置図・  

 

公共公益施設の・ 状況等の把握 ・公共公益施設の分布状況及び利用者の状況 ・公共公益施設の状況等の把握 
・公共公益施設の分布状況及び利用者の状

況 

河川を中心とした水辺環境資源の把握・  ・水系 
河川を中心とした水辺環境資源の把・

握 
・水系 

下水道の整備現況の把握・  下水道の人口普及率・    

 

7. 施 状況都市 設 調
査 

  水道種別毎の整備区域の把握・  ・上水道等の整備状況 
都市整備の必要性を分析する観点から水道施設の整

備状況（上水道、簡易水道）を整理 

災害防止の法規制等・  

火災の発生状況・  
災害の状況把握・  

災害防止の法規制等・  

火災の発生状況・  

 
災害・ 緊急時・ の状況把握 

緊急車両の配置状況・     
救急 医療の状況把握・ ・  病床数の状況・     
交通事故に関する状況把握・  交通事故発生件数・     

8.災害 犯罪 故・ ・事
状況 査調  

犯罪に関する状況把握・  刑法犯認知件数・     
施設別観光入込客の推移・  ・施設別観光入込客の推移  

観光・ 施設の現況把握 
岡崎市の地域資源の分布・  

観光・ 施設の現況把握 
・額田地域の地域資源の分布  

9.地域 源状況資 調
査 

岡崎市域の環境 景観資源の把握・ ・  岡崎市の環境 景観資源の分布・ ・    地域資源の中に含めて整理 

 
 
 
 


