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．１ 額田地域の地域づくりの課題と将来方向 

（１）額田地域の課題 

 
 
 
 田園居住の推進と若いファミリーの 住化① 定  

・ 自然環境の保全による地域魅力の向上 

・ 恵まれた自然環境を活かした住宅地の

確保 

・ 若年層の定住化による活性化 

地域 交流の促進② 間  

・ 額田地域内の交流促進（南北間等） 

・ 岡崎地域との交流促進 

・ 地域コミュニ ィ活 の活発化テ 動   

額 地域 主な現状と問題点田 の  

額 地域住 意向田 民の  

額 地域 取 巻く 潮流田 を り 社会  

額 地域 地域づく田 の りの課題 

○人口減少により地域コミュニ ィの低下がテ

懸念される。 

○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。 

 

○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。 

 

○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動

高い。 

△将来の地域像において“豊かな自然を保全

した地域”の意向が第1位となっている。 

 

額 地域 主な現状と問題点田 の  

額 地域住 意向田 民の  

額 地域 取 巻く 潮流田 を り 社会  

額 地域 地域づく 題田 の りの課  

○商業に係る日常の利便施設が少ないと推察

される。 

○地域内町道の改良率は 50％程度である。 

○町道の平均幅員は4ｍ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ス

とが予想される。 

 
○一部の公共施設では利用が低下している。 

○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 

□道路整備、バ 等の公共交通の充実、買い物ス

利便性、医療福祉環境の改善に対する意向が

高く、これらが住みにくさの主たる要因とな

っている。 

□住みにくい理由として「下水道等の基盤整備

が遅れている」が第４位となっており、市全

体と比較してほぼ二倍の割合となっている。 

 

◎悪いところとして、医療機関が少ない、買

い物の場所が少ないといった意見が多く

挙げられている。 

 ○安全 安心ニーズ（防災、防犯など）・  

○バリアフリー（移 しやすい環境づく動 り） 
 

●地域コミュニティ 視点の  

  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  

額田地域における快適性や利便性、安

全 安心など質の高い生活環境を確保する・

観点から、その改善や向上等の対応が必要

である。 

△：合併に関する住民意識調査（額田地域分） 

□：市民意識調査（今回実施した意識調査の額田地域分） 

◎：地域づくりワークショップにおける主たる意見 

 

◎人口減少等により、行事の維持が困難、も

ともとあった組織が消滅するなどの問題が

生じている。 

○人口減少社会の到来、超少子高齢社会  
 

○住民参加 コミュニ ィ強化・ テ  
 

□住みやすい理由として「近所づきあいなど

の人間関係がよい」が第４位で、市全体と

比較してほぼ二倍の割合となっている。 

 

○火災発生件数は愛知県平均や周辺市町村と

比較して高い。 

○刑法犯発生率は周辺市町村の中でも最も低

い。 

○道路実延長あたりの交通事故発生率は、比較

的低い。 

□住みやすい理由として「犯罪が少なく風紀が

よい」が第５位となっており、市全体と比較

して非常に高くなっている。 

□住みやすい理由として「災害の危険性が少な

い」が第３位（34.5％）と高くなっている。 

◎悪いところとして、道路整備の遅れ、公共交

通機関の未整備、買い物の場所が少ないとい

った意見が多く挙げられている。 

 

道路・交通の利便性の向上④  

・ 幹線道路の整備促進による地域内外の

アクセ 性向上ス  

・ 安全な生活道路の確保 

・ バ 等のス 公共交通の利便性向上   

日常利便施 等の充実⑤ 設  

・ 買い物利便性の向上（最寄品、買い回

り品） 

・ 公共公益施設の充実   

安全・安心な暮らしの確保⑥  

・ 災害に強い地域づくりの推進 

・ 犯罪の少ない地域づくりのより一層

の推進 

・ 計画的な基盤整備の推進による快適

な居住環境の確保 

△将来の地域像において“ゆとりある住宅地

の確保”の意向が第2位となっている。 

 

高齢者などが安心できるまちづくりの推進③  

・ 単身高齢者世帯等が安心して暮らせる

環境づくりの推進 

・ 医療福祉環境の整備充実 
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額 地域 主な現状と問題点田 の  

額 地域住 意向田 民の  

額 地域 取 巻く 潮流田 を り 社会  

額 地域 地域づく 題田 の りの課  額 地域 主な現状と問題点田 の  

額 地域住 意向田 民の  

額 地域 地域づく 題田 の りの課  

△：合併に関する住民意識調査（額田地域分） 

□：市民意識調査（今回実施した意識調査の額田地域分） 

◎：地域づくりワークショップにおける主たる意見 

 

額 地域 取 巻く 潮流田 を り 社会  

●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、開発や建築等や IC建設の

インパク をどう受け止めていくかというト

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。 

○第 1次産業就業者が大きく減少している。 

○農林業の生産性が低下している。 

○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。 

○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。 

○IC周辺地区では開発 向が比較的活発であ動

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。 

◎良いところとして、きれいな空気や水名所

（くらがり渓谷など）、ホタルやササユリ、

植物が豊富、自然の恵み動 (山菜など) とい

った意見が多く挙げられている。 

△将来の地域像において“食料や木材を供給す

る地域”の意向が第4位となっている。 

 

□河川、山林、農地などの自然環境の保全に対

する意向が高く、これが住みよさにつながっ

ている。今後の重要な取り組みとして、自然

環境の保全があげられている。 

 

◎悪いところとして、野生 物による農 物被動 作

害、耕 放棄、作 以前に比べきたない川、山林

の荒廃といった意見が多く挙げられている。 

○都市計画区域外における土地利用規制  
 拡充への対応  

 ○環境保全に対する意識の高まり  

（仮称）額田⑧ IC周辺における 地利用の土

整序 

・ IC周辺地域における秩序ある土地利

用の規制 誘導・  

・ ICの開発圧力に対する豊かな自然環

境の保全 

・ ICの開発圧力に対する無秩序な開発

や市街化の拡散の防止 

 

⑨農林業の振興と農地・山林の荒廃化防止 

・ 観光と連携した農林業の振興 

・ 農業振興による優良農地の保全 

・ 林業振興による山林の荒廃化の防止 

地の適正管理⑦土  

・ 開発 向に応じた地域全体における動

土地の適正な管理及び規制誘導 

・ 清流や 植物と共生する動 豊かな自然

環境の保全 

 

○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。 

 

○豊かな自然 歴史環境を有している。・  

○観光入込客は減少している。 

 

□施策の満足度 重要度をみると、「雇用対・

策」は満足度が低く、重要度の高い施策と

なっている。 

△将来の地域像において“（仮称）額田 IC

周辺等で企業用地を確保”の意向が第 3

位となっている。 

□住みにくい理由として「まちに活気や魅力

がない」が第５位（19.6％）となっている。 

 

□活かしていくべき地域特性として山地や

緑地などの緑の環境があげられている。 

 

◎良いところとして、きれいな空気や水名所

（くらがり渓谷など）、ホタルやササユリ、

植物が豊富、自然の恵み動 (山菜など) と

いった意見が多く挙げられている。 

○景観緑三法の制定による景観保全 創・

     ニーズの高まり  
 

職住近接のまちづくりの推進⑩  

・ 地域経済の基盤となる製造業の振興 

・ ICの立地特性を活かした企業誘致

の推進 

・ 若年層等に魅力の持てる雇用の場の

確保 

 

○就業者の流出 流入状況は岡崎地域との関・

連が最も高い。 

 

豊かな自然・歴史環境を活かした観光の⑪

振興 

・ 岡崎地域との交流の活発化 

・ 憩いの場としての自然資源の活用 

・ 特色のある観光交流拠点の形成 

・ 良好な自然景観の保全 
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（２）額田地域の地域づくりの目標及び基本方針

地域づく 目標りの  施 方向策の  

 

額 地域 地域づく 題田 の りの課  

田園居住の推進と若いフ①

ァミリーの定住化 

地域間交流の促進②  

高齢者などが安心できる③

まちづくりの推進 

道路 交通の利便性の向④ ・  

 上 

⑤日常利便施設等の充実 

⑥安全 安心な暮らしの確・

土地の適正管理⑦  

（仮称）額田⑧ IC周辺にお

ける土地利用の整序 

農林業の振興と農地 山⑨ ・

林の荒廃化の防止 

職住近接のまちづく⑩ りの

推進 

豊かな自然 歴史環境を⑪ ・

活かした観光の振興 

 

 

 

 

地域づく 基 方針りの 本  

豊かな自然や歴史 文化を守り育て、地域の個① ・
性と魅力につなげる 

緑豊かでゆとりある居住環境を形成し、多様な②
世代の定住化を促進する 

 

③利便性の高い交通環境を形成し、移 し易い環境動
を整える 

地域の防災性を高め、地域住民の安全性を確保①
する 

②高齢者等が外出し易い環境を整え、明るい地域
社会をつくる 

②IC周辺では工場の立地を適正誘致し、働く場
所を確保する 

地域住民、来訪者、働く人々等の出会いや語ら①
いのある環境をつくり、賑わいを創出する 

地域資源の活用や農林業等との連携により、観③
光産業を発展させる 

【ま づく 基 目標】ち りの 本  

安全 安心のまちづくり① ・  
快適環境のまちづくり②  
心豊かな文化と教育のまちづくり③  
活力のあるまちづくり④  
参加と交流のまちづくり⑤  

【額 地域 割】田 の役  

○自然、歴史 文化資源を大切しながら、市民の心の潤いと・
安らぎを与え、ゆとりある暮らしの実現など市民生活の選
択肢を拡げる地域 

○第二東名高速道路額田 IC（仮称）周辺は、新市の広域的な
ゲー としての発展の可能性を秘めており、新たな人 モト ・
ノの交流を先導する地域 

ま づく 将来像と額 地域 割 新岡崎市の ち りの 田 の役 （ 市建設計画） 

【一体的なま 構造】ちの都市  

＜都 将来像市の ＞ 

人 水 緑 輝、 、 が く 気 満活 に ちた  

美 都しい 市 岡崎 

 

（１）恵まれた自然や歴史文化 なの

かで、多様な 代が 住世 定 する居

住魅力 高 地域づくの い り 

自然と歴史 文化を地域の魅力とし・

て保全するとともに、生活環境や交通

などの質的な利便性を高め、人や環境

にやさしい居住魅力の高い地域づくり

進めます。 

 

（２）誰もが安心でき 地域づくる り 

災害に対する被害の軽減に努めると

ともに、誰もが安心して暮らしていけ

る明るい地域づくりを進めます。 

 
 

（３）地域特性 生かしたを 活力と

ふれあい 地域づくのある り 

 額田 IC（仮称）のインパク を活かト

していくため、工業や観光などの育成

ととともに、様々な人々の交流を促進

し、活力とふれあいのある地域づくり

を進めます。 

 

 

地域づくり 目の

標や 方針基本 に

づ基 いた施策の

方 つ向に いて

次年度 おは、 に

予いて検討 定 

 

●地域コミュニティ 視点の  

  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  

額田地域における快適性や利便性、

安全 安心など質の高い生活環境を確・

保する観点から、その改善や向上等の

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、開発や建築等

や IC建設のインパクトをどう受け止

めていくかという観点から、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。 
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２．額田地域における都市計画導入の検討 

  （１）都市計画導入検討にあたっての基本的視点の整理 

   地域づくりの目標を実現していくため、額田地域において都市計画導入の検討にあたって

は、以下を基本的視点として設定するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○（仮称）額田 IC に伴う影響範囲建設   ※５ページ参照 

 ・インターチェンジとの近接性、道路ネッ ワークの整備状況ト 、交通流動等を踏まえ

ると、概ね豊富校区が１次影響圏、宮崎校区及び夏山校区が２次影響圏、形埜校区

が３次影響圏と考えられる。 

○（仮称）額田 IC に伴う即地的な影響と効果建設  ※６ページ参照 

 インターチェンジからの距離等・ の地理的特性、地形条件、土地利用の法規制状況、

過去の開発 建築活 の 向・ 動 動 等からインターチェンジ建設に伴う影響範囲を即地的

にみると、豊富校区を中心として、宮崎校区、夏山校区周辺等に広がることが考え

られる。 

 ・（仮称）額田 IC周辺（0～2.5km）では、現在でも活発な建築開発の きが見られ動 、

一部ではその外縁部（2.5km～５km）にまで及んでいることから、工業用地の需要の

高まり等が期待される一方、山林等の減少や無秩序な市街化の進行等が懸念される。 

・主要地方道岡崎清岳線など幹線道路沿道においては、比較的まとまった建築開発の

きが見られ動 、沿道型サービ 施設ス 等の立地が予想される。 

（１）（仮称）額田 IC 建設に伴う開発圧力に対し、額
田地域の豊かな自然や原風景を保全する視点

が必要である。  

（２）計画的な都市基盤整備により、額田地域の豊か

な自然環境と調和したゆとりある住宅地を確

保する視点が必要である。  
 

（３）「（仮称）額田 IC 建設に伴う開発圧力に対して、
都市型社会に対応したコンパク な市街地形成ト

や適切な土地利用誘導の観点から、あらかじめ無

秩序な開発や市街化の拡散を防止する視点が必

要である。  

地域づく 目標りの  都市計画 入導 検討に当たって前提とな 基 的視点る 本  

恵まれた自然や歴史文化 な（１） の

かで、多様な 代が 住 居世 定 する

住魅力 高 地域づくの い り 

 

誰もが安心でき 地域づく（２） る り 

 
 

地域特性 生かした活力と（３） を

ふれ 地域づあいのある くり 

 

 

仮称 額（ ） 田 IC に伴う影響建設 等 概の 要 
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（２）額田 IC に伴う影響範囲建設  

3次影響圏 
形埜校区  
1,563 人  

2次影響圏 

宮崎校区  
869 人  

 

1次影響圏 

豊富校区  
4,484人  

国道 473号  
（584台/12ｈ）  

県道千万町豊川線  
（1,036台/12ｈ）  

国道 473号  
（7,726台/12ｈ）  

主要地方道岡崎清岳線  
（6,781台/12ｈ）  

主要地方道岡崎設楽線  
（1,858台/12ｈ）  

主要地方道岡崎設楽線  
（667台/12ｈ）  

主要地方道岡崎清岳線  
（2,873台/12ｈ）  

旧岡崎市市街地との関連、国道
473 号の道路事情等から、影響は
小さいものと想定される。  

IC と隣接しており、開発可能地も
多く、（都）本宿樫山線（国道 473
号バイパ ）の整備によりス IC への
アクセ 性の向上が見込まれるこス
とから、最も影響が大きいものと想
定される。  

豊川市との関連性、交通流動
等から影響を受ける可能性が
ある。特に岡崎清岳線沿道で
は開発可能地が比較的多く、
沿道への影響が懸念される。 

その他地域においては、地形的条件、集

落地の形成状況、土地利用の規制状況等

から、IC 建設の及ぼす影響は低いもの
と考えられる  

※人口は平成 17年住民基本台帳  
 交通量は平成 11年交通センサ 調査（平日）ス  
※開発可能地抽出の条件は次頁参照  

現状での交通量は少ないもの
の、豊富地区との近接性によ
る交通流 等から影響を受け動
る可能性がある。  

2次影響圏 

夏山校区  
863 人  
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（３）（仮称）額田 ICの に伴う即地的な建設 影響と効果 
 

ここでは、額田インターチェンジの建設に伴うインパク の範囲と都市的土地利用の潜在力ト の

視点から即地的な影響と効果を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆宮崎地区及び主要地方道岡崎清岳線沿道周辺 

○主要地方道岡崎清岳線沿道では農振白地地域が

比較的多く、開発可能地が連続し、建築開発も

幹線道路沿道を中心に比較的活発である。  
【影響】  
○主要地方道岡崎清岳線沿道では、沿道型サービ

施設や比較的小規模な住宅地ス 開発等の可能性

が考えられる。  

約５km  

約 2.5km  

形埜  

宮崎  
夏山  

豊富  

約 10km  
◆（仮称）額田 IC周辺（0～2.5km） 

○開発可能地が北部、東部方向に広がっている。ま

た、建築開発 向は最も活発な地域となってい動

る。  
【効果】  
○（仮称）額田 IC 周辺では、広域アクセ 性、物ス

流の効率化等が向上し、工業用地の需要が高まり

産業活 の活性化が見込まれる。動  
○IC 周辺では、沿道型の商業施設等の立地が見込
まれ、岡崎地域の隣接部や額田地域南部の利便性

が高まる。  
【影響】  
○IC にアクセ する周辺道路では、現在よりも交ス

通量が増加し、混雑が予想される。  
○丘陵地等では比較的大規模な工業地開発等の進

行により、山林等の減少の恐れがある。  
○沿道型商業施設や遊戯施設等と集落地に立地す

る住宅地との混在化が見込まれる。  
○集落地内の農地等では虫食い的に、比較的小規模

で、道路、公園等の公共施設が不十分な住宅地開

発が進行する恐れがある。  

【過去 10 間 開発 活動 動向】年 の ・建築 の  

○農地転用、開発許可、建築確認における平成  

7年から平成 17年のデータに基づく。 

 

【開発可能地抽出 条件】の  

地形のうち、起伏量① 400ｍ～600ｍの中起伏山地、

起伏量 600ｍ以上の大起伏山地を除く土地（宅地

を利用目的とした「地形」分級評価（資料：自

然条件等分級評価 業調査報告書概要編（国土作

庁 昭和 51 年 3 月））において、中起伏及び大
起伏山地は「利用不可」となっている） 

 

②標高 200ｍ以上で、かつ傾斜8度以上となってい

る箇所を除く土地（宅地を利用目的とした「標

高」分級評価（資料：自然条件等分級評価 業作

調査報告書概要編（国土庁 昭和 51 年 3 月））
において、標高 200ｍ以上は「劣」評価であり、

宅地造成や宅地利用実態等により宅地開発の可

能性が低い土地とされている） 
 

県立自然公園特別地域、農用地区域、保安林区③

域を除く土地 

資料：農地転用許可標識版交付台帳 

額田開発台帳 

築物受付簿建  

 

◆形埜地区中心集落地周辺 

○建築開発が一部見られ、開発可能地を一定程度

有している。  
【影響】  
○岡崎市市街地との近接性から、今後も一定の農

地転用や開発行為は続くものと見込まれるが、

（仮称）額田 IC 周辺の影響は低いものと想定
される。  

◆（仮称）額田 IC周辺外縁部（2.5km～５ｋｍ） 

○開発可能地が比較的広範囲に広がっている。ま

た、建築開発 向は夏山校区の集落を中心に比較動

的活発である。  
【影響】  
○（仮称）額田 IC 周辺より地価が比較的安価な外
縁部においては、農振白地地域等、道路、公園等

の公共施設が不十分な住宅地開発や小規模な工

場等の立地が予想される。  


