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都市づくりのコンセプトは総合計画との整合を図りながら、設定することとします。 

コンセプトづくりの手順、コンセプトづくりの視点を次に示します。 

 

■コンセプトづくりの手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コンセプトづくりの視点 

コンセプトづくりの視点として以下の 2案が考えられます。 

 

視点１案：将来における都市の空間的、機能的なビジョンをあらわすフレーズ。

どちらかといえば、三つの都市像をあらわすようなコンセプトになり

ます。 

視点２案：今後の都市づくりを進めていくうえでの姿勢や、大切にしたい価値観

をあらわすフレーズ。どちらかといえば、ふたつの原則をあらわすよ

うなコンセプトになります。 

 

 

１．都市づくりの基本的考え方 

第６回 策定委員会（H19 年 11 月 19 日） 

〔コンセプトづくりの視点を議論〕 

都市計画マスタープラン 

シンポジウム（H20 年 2 月 10 日） 

〔コンセプトについて議論〕 

第７回 策定委員会 

〔コンセプトの決定〕 

第６次総合計画における 

将来都市像 

（１）都市づくりのコンセプト 
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①「三つの目標とふたつの原則」 

都市づくりの基本的な方向として次に示す「三つの目標とふたつの原則」
を掲げます。三つの目標は、岡崎市がめざすべき都市像であり、ふたつの原則はめざすべ

き都市像を実現するうえでの不可欠な前提を意味します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市づくりの主要課題 

中核市の顔・広域拠点としての 

中心部の活性化 

環境に配慮したコンパクトで持続可

能なまちづくり 

都市活動や地域間連携を強化する 

交通環境の充実 

岡崎らしい水辺・山林・歴史等資源を 

活かした高質環境づくり 

地域の自然・歴史等資源に親しむ 

交流の活性化 

まちの元気・財政を支える 

産業基盤の強化 

地域の特性・課題に対応した 

生活環境の充実 

主体性・創意工夫を活かした 

市民参加の促進 

人、水、緑が輝く 活気に満ちた 美しい都市 岡崎 

都市づくりの目標 

【都市像①】 

未来に誇れる快適で美しい都市 ＜快適定住都市＞ 

【都市像②】 

つながりを大切にする温かい都市 ＜連携交流都市＞

【都市像③】 

賑わいを創造する元気な都市 ＜活力創造都市＞ 

都市づくりの原則 

【原則②】 

水・緑・歴史・文化等の地域資源を活かす 岡崎

【原則①】 

協働・協創によりみんなで築く 岡崎 

〔新市建設計画における将来像〕

（２）都市づくりの基本方向 
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②都市づくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の特性に配慮しながら地域資源等を活かして、魅力ある定住環境を形成し、岡崎らしい質の

高い風格のある都市をめざします。 

【都市像①】 未来に誇れる快適で美しい都市 ＜快適定住都市＞ 

・恵まれた岡崎の自然資源を保全し、身近にそれら自然が感じられるような環境と共生した都市づ

くりを進めます。 

・住み、働き、遊ぶといった様々な都市機能を調和させながら市民の多様なライフスタイルに対応

したコンパクトで快適な市街地環境づくりを進めます。 

・道路・公園等の基盤施設のさらなる充実や防災・防犯・環境対策を進め、子どもからお年寄りま

で、誰もが安心して快適に暮らせる都市づくりを進めます。 

・市内に多彩に広がる良好な水辺・山林・田園・歴史・文化等の地域資源をレクリエーション等市

民の多様な活動の場として積極的に活かすとともに、身近な暮らしの空間においては地域特性に

応じた街並み景観づくりなど、魅力ある生活圏づくりを進めます。 

地域と地域、人と人が支えあいながら、岡崎の水・緑・歴史・文化の多彩な資源等を活かしたコ

ミュニティ活動等を育むようなつながりを大切にする温もりのある都市をめざします。 

・市内相互、市内外の連携強化に資する環境整備を進め、人、モノ、情報が活発に往きかう、交流

都市づくりを進めます。 

・広域圏、市内相互の交流を支える円滑で快適な交通体系を構築するとともに、市民の生活を支え

誰もが快適に安心して移動できる交通環境の形成を進めます。 

・地球環境への負荷の低減等環境に配慮した交通環境を実現します。 

優れた交通条件や恵まれた地域資源等を活かしながら、多様な市民の都市活動を支援して、西三

河地域の拠点都市にふさわしい、活力のある都市をめざします。 

・高規格道路等の恵まれた広域交通網を活かし、産業基盤の充実等を通じて、商工業の振興を図る

とともに、市民の多様な創造活動を支援し、活力がみなぎる元気な都市づくりを進めます。 

・市街地に広く点在する歴史的文化的資源を活かして、観光振興を進めます。 

・都市機能が集積する都心部において、商業･文化・交流･居住といった多様な機能の強化を図り、

西三河地域の広域拠点としての再生を図ります。 

【都市像②】 つながりを大切にする温かい都市 ＜連携交流都市＞

【都市像③】 賑わいを創造する元気な都市 ＜活力創造都市＞ 
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③都市づくりの原則 

■原則①について 

原則①は、規制緩和、地方分権化の進展にともなう市民参加の機運のたかまりか

ら、従来のような行政主導型から、行政と市民の適正な役割分担のも

とでの市民主体の都市づくりへの転換を意味しています。近年の多様化する

市民の価値観、ニーズに対応した都市づくりを進めるためには行政だけの力では困

難であり、より暮らしやすい魅力ある都市づくりを進めるためには市民と行政のパ

ートナーシップが不可欠です。互いの立場を尊重し、理解を深め、市民一人ひとり

が自ら考え、提案し、行動することが必要です。市民がめざすべき都市像を共通目

標として、自覚と責任を持った都市づくりへの取り組みとそのような取り組みを可

能とする仕組みが必要です。 

＜原則①と都市像①～③の関係＞ 

・都市像①を実現する上で、市民（生活者）自身のニーズを的確に踏まえるととも

に、市民自らの住環境を市民自らの活動で作り上げることが必要であることから、

市民参画の視点は不可欠です。 

・都市像②との関係では交流を支える交通基盤の整備に際して、そのユーザーであ

る市民のニーズを踏まえることが望ましいとともに、その事業化・維持管理に際

しては市民の理解と協力が不可欠であることから、計画から事業化、維持管理の

各段階において市民の参加・参画、さらに市民と行政の協働は不可欠です。 

・都市像③との関係では都市の活力はそこに住まう人や企業の個々の多様な活動の

累積によってもたらされるものであり、決して行政のみで実現できるものではあ

りません。したがって、活動の主体である市民の積極的な参画が不可欠です。 

 

■原則②について 

原則②は、“つくる”から“つかい守り育てる”都市への転換、“画一的

な都市”から“個性が輝く都市 岡崎”づくりへの転換を意味しています。

地方財政が逼迫し、環境負荷の低減が強く求められている時代にあっては、“つくる”

だけの発想ではなく、自然環境等に配慮し、既存ストックの有効活用を行いながら、

コンパクトで中身が充実した都市づくりが必要です。また、基礎的な都市基盤が概

ね充足し、地域資源に恵まれた岡崎にあっては、画一的な都市づくりではなく、個

性化・多様化の時代に対応したオンリーワンの都市 岡崎づくりをめざす必要があ

ります。 

＜原則②と都市像①～③の関係＞ 

・都市像①を実現する上では、既成市街地内の低未利用地の有効活用の促進や日常

生活の中で地域資源に親しめる住環境づくりが必要です。特に、乙川の水辺空間

等の自然的資源や社寺、城の歴史的文化的資源といった岡崎らしさを演出する地
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域資源を身近に感じられるような住環境づくりが必要です。 

・都市像②では環境への配慮とともに、市内相互、市内外における連携交流の促進

のため、効率的で利便性の高い移動環境を実現することが必要であり、その一環

として、鉄道等既存交通システムの有効活用や道路等公共空間の多面的な活用と

いった視点が重要です。 

・都市像③では単に都市の経済的な活力のみを求めるのではなく、自然環境との調

和に配慮し、市街地の外延化を抑制する一方で、既成市街地内での低未利用地の

有効活用や適正な土地利用転換の誘導を図りながら、産業の振興を進めることが

求められます。また、都心部等では岡崎の地域資源を活かしながら、文化、芸術、

教育、スポーツ、福祉といった多様な観点からの賑わいと活力の創造が望まれま

す。 

 

以上のように都市づくりの原則は、都市計画の分野だけでなく、市民意識の問題や制

度に係るものも含んでいます。必ずしも直接、都市計画に係る施策につながるものでは

ありませんが、めざすべき都市像を実現するためには必要不可欠なものです。 

 

※都市づくりの原則は、現状では岡崎において、充分に実践されているとはいえない状況にありま

す。めざすべき都市像とともに、原則で示した考え方・価値観を行政、市民が共有し、実践でき

るように社会システムとして定着させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原則①】協働・協創によりみんなで築く 岡崎 

 

 

【原則②】 水・緑・歴史・文化等の地域資源 

を活かす 岡崎 

都市づくりの目標 

【都市像①】未来に誇れる快適で美しい都市 

＜快適定住都市＞ 

【都市像②】つながりを大切にする温かい都市

＜連携交流都市＞ 

【都市像③】 賑わいを創造する元気な都市 

＜活力創造都市＞ 
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「三つの目標とふたつの原則」を踏まえて、将来都市構造を以下のように設定します。 

市街地ゾーンは適切な土地利用を誘導し、様々な都市機能をコンパクトに収容する地域として位置づけます。西側、東側の地域では、農地や森林といった豊かな自然を保全・活用し、市街地ゾーンと一体となって、自然環境

と都市環境が調和した都市構造を目指します。 

また、都心部、地域拠点といった都市の拠点地域では、それぞれの地域特性に応じた都市機能の集積、土地利用を進め、それぞれ広域拠点、地域拠点にふさわしい環境づくりを進めます。 

矢作川、乙川といった河川は、親水交流軸として水環境を保全しながら、人と自然の交流空間として位置付けます。また、東名高速道路、第二東名高速道路といった広域交通軸を中心に、市内相互や名古屋・三重、豊田・岐

阜、豊橋・東京方面といった広域圏との交流・連携が展開できるような交通軸の育成・強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 整備の方針 

市街地ゾーン 市街地は、計画的な都市基盤整備、低未利用地の有効活用など
を通じて、市民の多様なニーズを踏まえた、コンパクトで快適
な居住環境の創出を図ります。 
また、大規模な工業団地等が集積する地区は、産業機能の高度
化・集積強化と魅力ある就業環境の創出を図ります。 

農住共生ゾーン 既存集落地周辺に優良農地が連たんする地区は、優良農地の保
全と計画的な農業基盤整備を進めるとともに、既存集落地の生
活環境整備や、田園環境に親しむ交流環境づくりを図り、農業
と住環境が調和した土地利用を進めます。 

自然環境保全・共生ゾーン 市街地周辺の山林等が広がる地区では、無秩序な市街地化を抑
制し、自然環境や優良農地の保全を図るとともに、既存集落地
等における生活環境の充実や、市街地周辺における親自然の交
流空間づくりなど、自然環境と共生する地域づくりを進めます。

森林ふれあい・共生ゾーン 水源地域を形成する豊富な山林地域は、緑あふれる自然環境お
よび特色ある農林水産業資源の保全に努めるとともに、自然を
活用した心やすらぐ交流環境づくりなど、豊かな自然環境を守
り、ふれ親しむ、森林と共生する地域づくりを進めます。 

都心部 商業施設、公共公益施設等が集積している東岡崎周辺、岡崎駅
周辺、康生地区及びそれら地区を結ぶ区域では、土地の高度利
用を誘導します。そして区域内に点在する水・緑・歴史・文化
資源を活かしつつ、各種都市機能が複合した賑わいと交流の中
核都市にふさわしい広域拠点づくりを図ります。 

地域拠点 主要な駅や商業施設が立地し、地域の核を形成する地区を、都
心部を補完する拠点と位置づけます。そしてこれらの拠点では、
市民の日常生活において不可欠な機能の誘導を図り、地域の玄
関口にふさわしい環境づくりを進め、土地の高度利用を誘導し
ます。 

親水交流軸 環境共生のシンボルとして、矢作川や乙川等の水と緑の自然環
境の保全を図るとともに、水辺景観を活かした市民の交流、自
然体験、スポーツ･レクリエーション等の空間として活用しま
す。 

緑の共生軸 山裾にそった市街化区域の東側、南側の地域を人と自然が共生
する空間として保全し、緑地、公園等を通じて人と自然のふれ
あいの場としても活用します。 

交通軸 

 都市交通軸 

 広域交通軸 

 鉄道軸 

高速道路、中心部で十字に交差する国道、中心部を取り巻く環
状道路、その他周辺都市や市内各地域を連絡する主な骨格幹線
道路等により、人・もの・情報等の交流や産業を支える利便性
と快適性を備えた交通ネットワークの形成を図ります。 

将来の都市構造の方針 

（３）将来都市構造 
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※将来市街地の断面イメージ 

岡崎市は比較的市街地がコンパクトにまとまっていますが、土地の高度利用を誘導す

べき都心部等では現状において低利用な地区も存在し、必ずしも拠点に見合った土地利

用がなされているとはいえません。また、低層住宅地にあっては、周辺建物と不調和な

マンション（高層住宅）が立地し、周辺の景観、住環境を損なう事例も発生しています。 

以上のような背景から、既成市街地内では快適な住環境を保全するとともに、都心部

等では都市活動の効率化・円滑化を促進し、都市全体の魅力の向上と活力再生を図るた

め、コンパクトでメリハリのある都市構造をめざします。 

 

 

〈現況〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈将来〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都心部
土地利用密度 

土地利用密度 

調整区域 調整区域

土地利用密度とは、法定容積の充足度（現実に利用している容積）や建物の高さをイメージしている。

地域の特性に合致しない 

都市構造 

市街化区域

地域拠点 

調整区域 調整区域

都心部

都市の魅力・活力アップを誘導できる

メリハリのある都市構造 

市街化区域

地域拠点 
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以下に人口、産業に関する将来フレームを示します。 

今後は、このフレームをもとに土地利用フレームを検討します。 

 

■人口フレーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■産業フレーム（市街化区域内人口） 
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330,477
335,519
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300,000
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H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32

（人）
市街化区域内人口 

行政区域人口 

933,428

1,341,405 1,315,945 1,332,606

1,511,367
1,628,171

1,754,003

0
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1,000,000

1,500,000

2,000,000
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（百万円）

860,313

1,037,772 1,030,506 1,035,641
1,095,642

1,160,056
1,224,287

0
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1,000,000

1,500,000

2,000,000

S60 H3 H9 H16 H22 H27 H32

（百万円）

商品（卸小売業）販売額 工業出荷額等 

（４）土地利用フレーム 

資料：岡崎市の将来フレーム推計 

（中位推計）

資料：岡崎市 都市計画課 

（区域区分人口実績値）

資料：商業統計調査（実績値） 

岡崎市の将来フレーム推計（推計値）

資料：工業統計調査（実績値） 

岡崎市の将来フレーム推計（推計値）
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都市づくりの原則を踏まえて、都市づくりの目標ごとに基本方針、取り組み方針を設

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．都市づくりの取り組み方向 

※各基本方針の下位にある項目は、取り組み方針（基本方針を踏まえたより具体的な施

策展開の方向性）を示しています。そして次ページ以降には取り組み方針ごとに施策

を記述します。 

都市像① 

未来に誇れる快適で美しい都市 

〈快適定住都市〉 

都市づくりの目標 
 

都市像② 

つながりを大切にする温かい都市 

〈連携交流都市〉 

都市像③ 

賑わいを創造する元気な都市 

〈活力創造都市〉 

基本方針１．自然環境と共生した定住都市づくり 

①自然環境の保全 

②水と緑に親しめる空間づくり 

基本方針２．秩序ある土地利用の実現と市民の多様なライフスタイ

ルの支援 

①地域特性に応じた土地利用の誘導 

②市民ニーズに対応した良好な居住環境の確保 

基本方針１．産業振興に向けた環境づくり 

①企業誘致の受け皿づくり 

①広域交通網の強化 

②都市内幹線道路網の整備促進 

基本方針１．広域・地域連携を強化する道路交通体系の構築 

①安全・快適な道路整備 

②公共交通サービスの強化充実 

③乗り継ぎ機能の強化充実 

基本方針２．市民の生活を支える快適で安全な交通環境の形成 

①環境にやさしい交通システムの構築 

基本方針３．環境にやさしい交通環境の実現 

基本方針２．地域資源を活かした観光交流の活性化 

①既存ストックと連携した都心部の再生 

①歴史・文化を活かした景観・環境整備 

基本方針３．誰もが安全・快適に暮らせる居住環境づくり 

①防災機能の向上 

②基盤施設の整備促進と適切な維持管理 

基本方針４．地域特性に応じた魅力ある生活圏づくり 

②魅力ある市街地の形成 

①地域拠点の育成整備と活力あるコミュニティづくり 

〈基本方針〉 

都市像を実現するための施策を展開するうえでの基本的な考え方 

②地場産業等の良好な操業環境づくり 

基本方針３．西三河地域の広域拠点にふさわしい都心部の再生 

③水・緑・歴史・文化が息づく都市景観の創造 

（１）都市づくりの体系 
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基本方針１．自然環境と共生した定住都市づくり 

 

自然環境は岡崎らしさを演出する資源であるとともに、市民に憩いと潤いの空間を提

供する貴重な資源として位置づけられます。 

したがって、河川・樹林地・農地及び生態系など、岡崎の豊かな自然環境を保全し、

自然と親しめるような空間整備を通じて、魅力ある定住環境づくりを進めます。 

 

①自然環境の保全 

・原則として、市街化区域の拡大は抑制し、市域東部に広がる森林や西部、南部に広

がる優良農地等、市街化調整区域における自然環境の保全に努めます。 

・市街化区域内にあっても、潤いのある環境づくりを進めるため、良好な自然資源を

保全します。 

・河川は岡崎らしさを演出する貴重な資源であることから、「水環境創造プラン」と連

携し、環境・活水・利水といった総合的な観点から望ましい水環境の創造を図りま

す。 

 

■自然環境の保全 方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）都市像① 未来に誇れる快適で美しい都市＜快適住宅都市＞ 
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施 策 

■無秩序な市街地拡大の抑制 

・市街化区域内の整備・再構築を優先し、豊かな自然が残る市街化調整区域における開

発は原則抑制することとします。 

・市域東部に広がる森林保全地域は、水源のかんよう、市民が自然にふれあえる場とし

て、また市域西部、南部を中心に広がる農業保全地域は生産の場、市街地周辺の貴重

な緑地であるとともに、市内の生物の多様性の向上を図るためにも重要であることか

ら、その保全に努めます。 

・風致地区に指定されている市街地縁辺部の樹林地等では、今後とも、その保全を図り

ます。 

 

■市街化区域内の自然環境保全 

・市街化区域内の風致地区では、市街地に潤いを与える空間として保全し、開発行為や

建築行為の規制を図ります。 

・市街化区域内の生産緑地については、緑地・環境保全機能を有していることから、そ

の保全に努めます。 

 

■水環境の保全 

・下水道未普及地域の下水道整備を推進し、また合流式下水道区域の下水道施設を改善

し、矢作川、乙川、伊賀川など市内を流れる河川について、良好な水質の確保を図り

ます。 

・水質の向上、多様な生物の増殖、良好な都市景観づくりのために、流域の保水能力や

地下水かん養能力を高め、豊かな河川の流量を確保します。 

・治水だけでなく、生態系を保全し、自然環境との共生をはかるため、河川整備では魚

類など多様な生物が生息できるような自然に配慮した川づくりに努めます。 

 

主な施策例 

・区域区分制度の適正な運用 

・公共下水道事業 
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②水と緑に親しめる空間づくり 

・市街地を貫流し、軸的景観を形成する矢作川、乙川といった河川や市街地に点在す

る公園緑地は岡崎を象徴する資源であり、これらは市街地の潤いと憩いを演出する空

間として活用します。 

・大規模な公園緑地をネットワーク化し、スポーツレクリエーション、環境学習等多

様な市民の活動の場として、日常的に親しめる空間を形成します。 

施 策 

■水辺の親しみ空間づくり 

・市街化区域内の貴重な自然資源として親水性の高い水辺空間を創出するとともに、市

民のイベント、散策、スポーツ･レクリエーション、自然体験の場として水辺空間を活

用します。 

・矢作川右岸（日名橋付近～渡橋付近）については河川緑地を活用しながら「水辺の楽

校」の整備計画に基づき、市民の自然観察、芸術文化、スポーツ･レクリエーションの

場としての空間づくりを進めます。 

・大門河川緑地については河川改修にあわせて、にぎわいある水辺空間づくりを目指し

た整備を行います。 

・乙川、男川の新城市境までの区間については、その周辺地域も含めて交流軸（せせら

ぎ回廊）として位置づけ、関係機関とともにその整備を進めます。 

・農業水利施設については農業利用だけでなく、身近な潤いのある水辺環境としてもそ

の活用を図ります。 

 

■緑の親しみ空間づくり 

・東名高速道路沿いの丘陵地等を自然環境レクリエーションの場とし、人と自然とが共

生する緑の共生軸として位置づけ、自然環境の保全を図るとともに、人と人の交流空

間として活用します。 

・岡崎中央総合公園や東公園、南公園は、市街地内の市民のスポーツレクリエーション、

憩いの場として活用します。 

・幹線道路にあっては良好な景観を確保し、市民が快適に通行できる緑化空間とするた

め、街路樹植栽の推進とその保全に努めます。 

・市街地内の社寺林など民間施設緑地は、ふるさとの森指定や緑地協定の締結等市民の

自主的な保全を図り、市民の身近な憩いの場として活用します。 

・乙川、男川沿いに点在する水とみどりの森の駅は自然と人の交流拠点として、引き続

き育成していくとともにその活用促進を図るため、アクセス道路の整備に努めます。 

・「（仮称）わん Park」は、豊かな自然環境のなかで、子どもを中心に人と自然が交流す

る空間として整備し、愛知県と岡崎市が連携して取り組んでいる「岡崎せせらぎ回廊

構想」の重点地区に位置づけ、乙川、男川沿いの交流機能の強化実現を図ります。 
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主な施策例 

・矢作川水辺環境整備事業 

・矢作川水辺プラザ事業 

 

■水と緑に親しめる空間づくり 方針図 
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矢作川水辺環境整備事業 

矢作川水辺プラザ事業
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基本方針２．秩序ある土地利用の実現と市民の多様なライフスタイルの支援 

 

良好な市街地環境を保全するため、市街化区域内の未利用地の有効活用や地域特性に

応じた土地利用規制を通じて適正な土地利用を誘導するとともに、市民の多様なニーズ

に対応した良好な住環境の確保に努めます。 

 

①地域特性に応じた土地利用の誘導 

・住宅地区については低未利用地の有効活用を図りながら、地域特性に応じた良好な

居住環境を誘導します。 

・商業賑わい地区では拠点地区にふさわしい多様な都市機能の集積を誘導し、土地の

高度利用に努めます。 

・複合系市街地地区では環境の悪化を防止しながら、多様な用途を適切に配置すると

ともに、地域の実情に応じて用途転換やまちづくり三法を踏まえた土地利用の誘導

を図ります。 

・工業地区は郊外部に配置し、良好な都市環境に配慮しながら、企業用地の受け皿を

確保します。 

 

施 策 

■住宅地区の土地利用 

・人口増加にともなう必要な住宅地は、市街化区域内低未利用地の活用及び既成市街地

における高度利用などにより対応し、計画年度内においては新たな拡大は行わないも

のとします。 

・都心部や地域拠点においては中高層住宅など土地の高度利用を図った住宅を、周辺市

街地においては低層低密度の住宅を誘導するなど、地域特性に応じた土地利用を進め

ます。 

・低層住宅地にふさわしい良好な居住環境を形成している区域では、高度地区などの指

定により、中高層住宅の混在による日照問題を未然に防ぎ、低層住宅地としての良好

な住環境を保全します。 

・都市的な低未利用地が多い住居系市街地については、地区計画の適用や面的整備事業

を推進し、計画的に基盤施設を整備し、良好な住宅市街地の創造に努めます。 

・市街化調整区域であっても、既に相当な市街化が進んでいるような地域にあっては、

市街化区域への編入を検討します。 
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■商業賑わい地区の土地利用 

・商業用地は既存の商業系用途地域や市街化区域内の幹線道路の沿道などで、土地の高

度利用を促進し、計画年度内においては拡大は行わないものとします。 

・康生地区、東岡崎駅周辺、岡崎駅周辺といった都心部では、西三河地域の広域拠点にふ

さわしい商業を核とした文化、行政、交流といった多様な機能の集積を図ります。 

・国道 248 号等の幹線道路沿道地域においては、車利用主体の商業・サービス施設等の

立地を誘導し、軸状の連続的な賑わい空間づくりを図ります。 

・美合駅、矢作橋駅、本宿駅といった主要駅周辺地域においては、地域拠点として商業

等の市民の生活利便に資する機能の集積を図ります。 

 

■複合市街地地区の土地利用 

・既成市街地の準工業地域、工業地域では工業、住宅が混在しており、必要に応じて特

別用途地区の指定等により土地利用を規制し、良好な住環境を保全します。 

・低層住宅が多く立地し、土地利用の実態が良好な住宅地を形成している地域にあって

は、高度地区などの指定により、住環境の保全を図ります。 

・工業地域等での大規模集客施設の進出圧力が強い地域については、開発整備促進区を

都市計画で定め、地区計画の適用により適正な土地利用の誘導を検討します。 

・都心部及びその周辺の工業地域、準工業地域では、工場と他の用途との混在による環

境悪化が危惧されているとともに、地域によっては既に大規模小売店が立地している

ことから用途地域と土地利用実態が食い違っており、このような地域にあっては地域

の実情に即した用途地域への変更も検討します。 

・大規模の工場用地にあっては、企業の移転を機に周辺市街地に適合した土地利用転換

を誘導していきます。 

・伝統産業等のように集積するメリットが高い施設にあっては、特別用途地区の指定等

により、他用途との混在を防止します。 

 

■工業地区の土地利用 

・工業地区は基本的に郊外部に配置します。 

・額田下山地区では研究開発型産業の誘致を図るため、周囲の環境に配慮した工業用地

を造成し、地域の関連産業も含めた産業活性化を図ります。 

 

主な施策例 

・地域の実情に即した用途地域の変更 

・高度地区の指定 

・地区計画（開発整備促進区）の適用 

・特別用途地区の指定 
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■地域特性に応じた土地利用の誘導 方針図 
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②市民ニーズに対応した良好な居住環境の確保 

・多様化する住宅ニーズに対応するため、地域特性に応じ、都心部、地域拠点におい

ては、土地の高度利用を促進する中で、都市的利便性の高い居住環境を形成し、市

街地周辺部においては、ゆとりのある居住環境の形成を誘導します。 

・良好な住環境を保全するとともに、地域の特性に応じた街並み景観を誘導し、多様

な魅力ある住宅市街地を形成します。 

・騒音・振動といった交通公害が深刻な幹線道路沿道にあっては、沿道環境対策を進

め、住環境の改善に努めます。 

 

 

施 策 

■多様なニーズに応えた居住環境づくり 

・都心部では中心市街地活性化の一環として、高密度な居住環境を誘導します。 

・豊かな都心ライフの実現に寄与する施設の整備、居住者の憩いの空間となる公園等の

整備、子育て世帯や高齢者世帯等が、生活しやすい環境の整った優良な賃貸住宅等の

供給の推進等により、魅力ある住環境整備に努めます。 

・都心部、地域拠点以外の住宅地区等では低層住宅を中心とした環境整備に努め、額田

地域では、自然に親しむゆとりある低層住宅地の形成を図るため、都市計画区域への

編入を考慮しつつ、その整備方策を検討します。 

 

■地域の特性に応じた住宅市街地 

・居住環境の整備にあたっては、地区計画などを活用しながら基盤施設整備、用途制限、

建物の形態規制等きめ細かなルールをつくり、良好な居住環境を誘導します。 

・低層低密度の住宅地が形成されている、あるいは形成されつつある地区では、中高層

住宅の混在による日照問題や低層住宅地としての良好な住環境の保全・形成を図るた

め、高さの最高限度を定める高度地区の指定を検討します。 

・市街地中心部など高密度（高い建物）の住宅地をめざす地区では、容積アップ策（地

区計画等）により、まちなか居住の受け皿となる中高層住宅の立地を促進します。 

 

■幹線道路の沿道環境の改善 

・国道１号等交通量が多く沿道の騒音、振動が問題になっている道路については、関係

機関の協力を得ながら、交通公害対策として環境施設帯（広幅員歩道）整備の実現や

道路構造の見直し、舗装の改良などを実施し、アメニティの高い道路空間の創造に努

めます。 
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主な施策例 

・まちなか居住推進事業 

・地区計画の適用 

・高度地区の指定 

・国道１号岡崎環境整備事業（矢作地区） 

 

■市民ニーズに対応した良好な居住環境の確保 方針図 
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■国道１号岡崎環境整備事業（矢作地区）イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事務所資料より 
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基本方針３．誰もが安全・快適に暮らせる居住環境づくり 

 

道路、公園といったオープンスペースの整備と河川・森林･農地の保全に努め、自然災

害を未然に防ぐ、防災性に優れた都市づくりをめざします。 

また、誰もが安全で快適に過ごせる市街地づくりを進めるために、より一層の基盤施

設の整備充実を図るとともに、市民参画型の維持管理を進め愛着のある生活空間の創造

に努めます。 

 

① 防災機能の向上 

・都市の防災機能を高めるため、地震にともなう大規模火災等に対応した建物の不燃化

や道路、公園といった身近な基盤施設整備を図るとともに、「岡崎市地域防災計画」と

の整合を図りながら、緊急輸送道路といった根幹的な施設整備等を進め災害に強い都

市づくりを進めます。 

・水害や土砂災害の予防のためにも森林、農地といった自然環境の保全を図るとともに、

治水や治山機能の向上に努めます。 

 

施 策 

■防災まちづくり 

・防火地域、準防火地域では、火災の延焼拡大を抑制し、防火性に優れた市街地づくり

を進めるため、道路、公園といったオープンスペースの確保と建物の不燃化を誘導し

ます。 

・木造老朽家屋が密集し、防災性能が劣る市街地においては、避難地、避難路の機能を

有する公園や道路といった基盤施設を土地区画整理事業や地区計画を活用して整備す

ることを検討し、それとあわせて耐火建築物の誘導を図ります。 

・狭あい道路が集中し、緊急車両が進入出来ない地域では消防活動の円滑性を確保する

ため、狭あい道路の拡幅整備に関する条例にもとづき、行政と住民が協働して道路拡

幅に取り組むことを進めます。 

・延焼遮断効果が期待される幹線道路や公園については、その整備促進を図るとともに

延焼遮断効果の向上のため、公園樹や街路樹の設置に努めます。 

・関係機関との調整を図りながら、緊急輸送道路となっている都市計画道路を整備促進

するとともに、緊急時の交通機能を確保するため、建造物の耐震化に努めます。 

 

■自然災害対策 

・森林・農地の有する保水機能や土砂流出防備機能を確保するため、市街化区域外での

開発は抑制し、自然的資源の維持保全を図ります。 

・浸水に強いまちづくりと、地震に強い下水道施設を目指し、下水道の整備と耐震化に
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努めます。 

・治水機能の向上のため、関係機関との調整を図りながら、一級河川乙川をはじめ浸水

被害を抱える河川の改修や遊水池の整備に努めます。 

 

主な施策例 

・狭あい道路拡幅整備事業 

・都市公園整備事業（避難場所、延焼遮断） 

・都市計画道路の整備（緊急輸送道路、延焼遮断帯） 

・防火地域、準防火地域における建物不燃化の誘導 

 

■防災まちづくり 方針図 
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②基盤施設の整備促進と適切な維持管理 

・道路・公園などは市民の安全で快適な生活を支える基盤施設として、バリアフリー化、

ユニバーサルデザインに配慮しながら、その計画的な整備を推進します。 

・既に整備された基盤施設については、誰もが安全に利用できるよう維持管理に努める

とともに、市民参加型の維持管理体制づくりの検討も進めます。 

 

施 策 

■道路、公園といった身近な基盤施設の整備促進 

・安全で良好な住環境づくりのため、都市計画道路整備とともに、身近な道路について

も整備を進めます。 

・自転車、歩行者の円滑な移動確保のため、歩道整備を促進し、安全で快適な歩行者空

間の確保に努めます。 

・市民が安全で快適に暮らすための生活基盤である道路・公園などはバリアフリーに配

慮しながら計画的に整備します。 

・交通事故多発地点など危険箇所については、歩道整備、交差点改良といった交通安全

対策を進めます。 

・下水道整備を促進し、普及率の向上に努め、下水道未普及地の解消を目指します。 

・都市計画決定済みの近隣公園、街区公園といった生活に密着した公園整備の促進に努

めます。 

・現在の岡崎墓園は平成 23 年には区画の貸し付けが完了する状況にあることから、今後

の墓園需要に応えるとともに市民の憩いの場を提供できるような、新たな公園型の墓

園整備を検討します。 

 

■市民との協働による既存の基盤施設の適切な維持管理 

・防犯性を高めるため、暗がりの防犯灯の設置、道路、公園での死角をなくすといった

公共施設の管理とともに、歩道の段差解消等バリアフリーに適合した管理修繕を進め

ます。 

・これまで建設された下水道施設の老朽化に対処するため、適切な維持管理と計画的な

更新を行います。 

・既設の公共施設については、市民の協力を仰ぎながら、巡回管理を行い、機能維持に

必要な補修を迅速に実施します。 

・アダプト制度等の導入により、身近な道路・公園については官民一体で維持管理に勤

め、愛着のある生活空間づくりを進めます。 
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主な施策例 

・道路整備事業 

・公共下水道事業 

・公園整備事業 

 

■基盤施設の整備促進（排水施設） 方針図 
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基本方針４．地域特性に応じた魅力ある生活圏づくり 

 

市民の生活利便を向上させ、身近に岡崎のよさが体感できるよう、駅前地区・商店街

等の地域拠点の機能強化を進めます。歴史･文化・自然資源を活用した景観・環境づくり

の誘導など、地域の特性に応じた魅力ある生活空間の形成をめざすとともに、そのよう

な活動に住民が積極的に参画できるようなコミュニティの活性化を推進します。 

 

①地域拠点の育成整備と活力あるコミュニティづくり 

・駅周辺や商店街といった地区については拠点にふさわしい景観環境づくりに資する

基盤整備や市民の生活利便に資する都市機能の集積に努めます。 

・住民が主体となったまちづくりを支援するため、住民活動の誘導や住民活動の基盤

となるコミュニティ施設等の整備を進めます。 

 

施 策 

■地域の顔にふさわしい地域拠点づくり 

・駅周辺については土地区画整理事業などの手法を検討しながら、交通拠点としての特

性を活かした都市機能の更新・土地の高度利用を図ります。 

・地域の顔にふさわしい景観・環境を創造するため、道路、公園といった基盤施設につ

いては憩いと潤いを感じられる整備を進めます。 

 

■コミュニティの活性化支援 

・行政と市民、ＮＰＯ等との協働体制を構築し、コミュニティから活き活きとしたまち

づくりを推進します。 

・藤川地区等のように住民が主体となってまちづくりを進めている地区にあっては公共

施設や都市施設などの整備を進め、住民が主体となったまちづくりを支援します。 

・行政サービス機能に加えて、市民活動の支援、住民のボランティア活動の受け皿とな

るような施設（岡崎市東部地域交流センターなど）の整備を進めます。 

 

主な施策例 

・岡崎蓑川南部土地区画整理事業 

・藤川地区整備事業 
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■地域拠点の育成整備（地域拠点検討図（案）） 方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②魅力ある市街地の形成 

・生活基盤となる都市施設（道路、公園、下水道等）の整備を行うとともに、地域特

性に応じて土地区画整理事業等を実施し、計画的に建築物の誘導を行い、良好な都

市景観等を通じて魅力ある市街地を形成します。 

 

 

施 策 

・秩序ある市街地環境の形成を図るため、基盤施設の整備が立ち遅れている地区や都市

的低未利用地については土地区画整理事業など面的整備事業を検討しながら、基盤施

設の整備を進めます。 

・基盤施設整備とあわせて地区計画を活用しながら、建築物の計画的な誘導を図り良好

な都市景観の形成に努めます。 

・市街地の景観の充実のため、街路樹植栽による緑化とその保全を図ります。 

・既成市街地内に点在する社寺等歴史的文化的資源を保存・活用するとともに、無電柱

化などにより、魅力の高い市街地環境を実現します。 
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主な施策例 

・岡崎真伝特定土地区画整理事業 

・岡崎駅東土地区画整理事業 

・（仮称）岡崎駅南土地区画整理事業 

・地区計画の適用 

・無電柱化の推進 

 

■魅力ある市街地の形成（区画整理） 方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区計画の適用例（高根山地区） 

まちづくりルールの内容 

・建物の高さ（10ｍ以下） 

・壁面位置 

  （隣地境界から 0.5m 以上） 
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③水・緑・歴史・文化が息づく都市景観の創造 

・岡崎を特色づける水・緑・歴史・文化といった地域資源を継承するとともに、市民

が日常的に体感し、“わがまち”の姿として誇れるような、個性ある都市景観を、市

民と行政が一体となって創造します。 

 

施 策 

・市街地を貫流する矢作川、乙川は、岡崎を特徴づける資源であり、これら水辺空間の

環境、眺望を保全し、河川と調和した周辺市街地との街並み景観の誘導を検討します。 

・矢作川右岸（日名橋付近～渡橋付近）、大門河川緑地については、その整備にあわせて、

市民が憩い、楽しめる環境、眺望づくりに努めます。 

・市街地から東部の山林に向けた眺望や、西部、南部に広がる田園風景の保全に努めま

す。 

・中心商店街、駅周辺といった、地域の顔を形成する地区にあっては、道路、公園とい

った基盤施設と建物とが一体となった、風格のある都市景観の誘導に努めます。 

・寺社等は歴史的資源であるとともに、市街地内の身近な緑としても機能することから、

市民と行政が一体となって、緑の景観拠点として寺社及びその周辺環境の保全に努め

ます。 

・歴史的・文化的資源周辺や旧街道沿いの地域にあっては、歴史的風情を継承し、日常

的に親しめるよう、景観地区の指定や地区計画の活用により、その景観・環境の保全・

向上に努めます。 

・旧東海道の宿場町といった歴史的資源を有する藤川地区にあっては、これまでモニュ

メントや案内施設の整備、ガイドマップづくり等、ハード・ソフト両面からまちづく

りに取り組まれており、今後とも松並木の保全、補植等を通じて、歴史的街並みの保

全・活用に努めます。 

・北野廃寺等の史跡については、公園整備にあわせて、市民が日常的にその歴史的風情

を体感できるような環境づくりを進めます。 

 

主な施策例 

・矢作川水辺環境整備事業 

・矢作川水辺プラザ事業 

・地区計画の適用 

・景観地区の指定 

・藤川地区松並木の保全・補植 

・史跡・北野廃寺跡整備事業 
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■歴史・文化を活かした景観・環境整備 方針図 
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基本方針１．広域・地域連携を強化する道路交通体系の構築 

 

市内相互、市内外の円滑で快適な移動を実現し、広域・地域連携を強化するため、高

速道路や都市内幹線道路をはじめとする交通体系の整備を促進します。 

高規格幹線道路・主要幹線道路、都市幹線道路・地区幹線道路といった道路の機能分

類に留意した整備を進め効率的な道路交通の実現を図ります。そして都心部と市内各地

域への連絡性を高める道路網を形成し、都心部、地域拠点などへの都市機能の誘導を促

進します。 

また、合併によって一つの都市となった岡崎地域と額田地域との一体的な道路網の形

成を図るため、関係機関との調整を図りながら、額田地域での道路整備促進に努めます。 

 

①広域交通網の強化 

・広域幹線道路（高規格）網の強化を図るとともに、その整備に併せてＩＣへのアク

セス道路などの整備を推進し、広域交流を促進します。 

 

施 策 

・名古屋三河道路、西三河南北道路など高規格道路を関係機関との協議のうえ整備の促

進を図り、高規格道路ネットワークの強化につとめます。 

・（仮称）額田 IC へのアクセス道路である(都)本宿樫山線は第二東名高速道路の建設に

あわせて整備を促進します。 

・広域幹線道路へのアクセス向上に向け、第二東名高速道路の（仮称）岡崎ＳＡでのス

マートＩＣの整備に努めます。 

 

主な施策例 

・（都）本宿樫山線の整備 

・第二東名高速道路（仮称）岡崎ＳＡでのスマートＩＣの整備 

 

（３）都市像② つながりを大切にする温かい都市＜連携交流都市＞ 
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■岡崎市の広域的な交通条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎市

301 

名古屋市 豊田市

473 

１ 

248 

西尾市 幸田町

23 １ 

音羽町

豊橋市 

第二東名高速道路

東名高速道路

蒲郡市

安城市

新城市

設楽町
302 
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②都市内幹線道路網の整備促進 

・道路の機能分類に配慮した効率的な道路ネットワークを目指し、道路の段階整備を進

めます。 

・都市の骨格を形成し、都市内の円滑な自動車交通を実現するための幹線道路網（都市

計画道路）の整備を促進し、市街化の進行状況・緊急性などを考慮しながら、必要に

応じて拡幅、新規路線の追加、廃止といった見直しを進め、都市計画道路の未整備区

間の整備を段階的に進めます。 

 

施 策 

■都市計画道路の機能分類 

・広域的な連携を促進し、岡崎の都市交通軸・骨格を形成する道路を主要幹線道路とし

て位置づけ、東西方向の軸として国道１号、南北方向の軸として国道 248 号、環状道

路として(都)名古屋岡崎線、(都)衣浦岡崎線といった路線で構成します。 

・主要幹線道路を補完し、周辺都市との連携を強化する道路及び市街地形成の骨格とな

る道路を都市幹線道路として位置づけ、市内外の連絡を強化します。 

・市内各地域間を連絡し、生活拠点から市街地への日常交通の利便性向上と広域間を結

ぶ幹線道路への円滑な誘導を図る道路として、地区幹線道路を位置づけ、都市計画道

路のほか、現存する県道、幹線市道などを含めて編成します。 

 

■都市計画道路網の整備促進 

・都市計画道路網は、人口や経済成長の動向、市街地拡大の抑制といった道路を取り巻

く社会・経済情勢の変化や、将来都市構造、地域特性との適合に配慮して、拡幅、新

規路線の追加及び廃止といった見直しを行います。 

・市内の交通渋滞緩和及び良好な市街地の形成のため、未整備路線の整備促進を図りま

す。 

・鉄道との交差部、主要道路相互の交差部は、慢性的な渋滞ポイントとなっており、円

滑な交通の実現、良好な沿道環境の確保のため、関係機関との協議を図りながら、立

体交差化に努めます。 

・国道１号と国道248号が交差する八帖交差点の立体化や矢作地域の南北方向の渋滞を緩

和する（仮称）橋目本郷線の整備（鉄道との立体交差）は関係機関との協議を踏まえ

ながらその実現に努めます。 
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主な施策例 

・都市計画道路の見直し： 

拡幅路線：豊田安城線、岡崎刈谷線（岡崎一色線～国道 248 号） 

新規路線：（仮称）岡崎豊田線、（仮称）橋目本郷線、柱町線延伸、若松線延伸 

廃止路線：奥殿線、秦梨線、南大須鴨田線、伝馬新線 

・八帖交差点立体化 

 

■広域交通網・都市内幹線道路整備 方針図 
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基本方針２．市民の生活を支える快適で安全な交通環境の形成 

 

高齢社会の到来を踏まえ、市民の誰もが安全で快適な生活交通を享受するため、道路

整備とともに、既存の鉄道、バスといった公共交通の利用促進を図るとともに、バス網

の充実・駅前広場等、交通結節機能の強化を進めます。 

 

①安全・快適な道路整備 

・市民の日常の利便に資する生活に密着した道路整備を進めます。 

・市街地内の良好な歩行者動線を確保するため、街路樹や植栽帯の設置など都市景観に

配慮するとともに、誰もが安全安心で歩ける快適な歩行者空間の整備を進めます。 

 

施 策 

■生活道路の整備 

・日常生活の円滑な移動手段を確保するため、計画的に市道の整備を進めます。 

・額田地域等にあっては生活利便の向上を目指して、関係機関との調整を踏まえ、自然

環境に配慮しながら地区間の連絡道路等の整備に努めます。 

・狭あい道路については、防災性の向上とともに生活交通の円滑性を確保するため、地

権者と連携した道路拡幅に努めます。 

 

■誰もが安全で快適に移動できる道路整備 

・通勤通学路や歩行者等の交通量が多い道路にあっては歩行者空間の確保や、歩行者と

自動車の分離に努めるとともに、市街地内に分散する公共施設を安全快適に連絡する

ため、ネットワーク化に配慮した道路整備を促進します。 

・高齢者、障害者はじめとして、誰もが安心して移動できる道路空間を目指して、バリ

アフリー化を推進し、歩道部での段差解消や適正な勾配の確保とともに誘導案内サイ

ン、点字ブロックの整備等に努めます。 

 

主な施策例 

・狭あい道路整備事業 

・道路整備事業 
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②公共交通サービスの強化充実 

・高齢社会、地域環境問題に対応するための公共交通の優越性を再認識し、その利用促

進に向け、誰もが気軽に利用できる交通手段として鉄道・バスなど公共交通のサービス

（利便性）を強化します。 

 

施 策 

・郊外部のバス路線は、運行本数が少なく、また、路線が長く定時性の確保が難しいこ

とから、郊外部において、鉄道駅等を起終点とした短路線の導入を進めるなど、バス

路線網の再編を行います。 

・公共交通不便地域における生活交通の確保については、福祉事業や地域コミュニティ

事業との連携により新たなサービスの導入について検討します。 

・市中心部に流入する自動車の削減や公共交通の利用促進等の面から、鉄道駅やバス停

周辺において、既存駐車場や駐車スペースなどの活用によりパークアンドライドを推

進します。 

 

主な施策例 

・バス幹線体系の整備 

・地域内生活交通の整備 
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■公共交通ネットワークのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検 討 中 
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③乗り継ぎ機能の強化充実 

・渋滞緩和、環境改善のためにも公共交通の利用を促進することが望まれており、その

ため主要駅等での鉄道とバス、鉄道とその他交通手段の乗り継ぎ利便性の向上を図り、

誰もが公共交通を利用しやすい環境づくりに努めます。 

 

 

施 策 

・個々の交通結節点ではそれぞれの乗り継ぎニーズに合致した機能強化を進める必要が

あることから、駅前広場、バスターミナル、パークアンドライド用の駐車場、自転車

駐車場といった施設を必要に応じて整備し、公共交通の利便性向上に努めます。 

・東岡崎駅は岡崎の玄関口、西三河地域を代表する交通拠点であり、駅前広場、バスタ

ーミナル、アクセス道路といった基盤施設の整備を行い、その位置づけにふさわしい

交通結節機能を確保するとともに、景観やバリアフリーに配慮した空間づくりを進め

ます。 

・鉄道利用を促進するため、中岡崎駅ではまちバス（岡崎市コミュニティバス）との連

携強化を進めるとともに、岡崎公園前駅との乗り継ぎ利便性の向上を図るため、両駅

を円滑に連絡する方策について検討します。 

 

主な施策例 

・東岡崎駅周辺整備事業 
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基本方針３．環境にやさしい交通環境の実現 

 

環境負荷の低減や良好な市街地環境の保全のため、環境負荷の大きい車依存型の交通

システムから環境にやさしい交通システムへの転換を促進します。 

 

① 環境にやさしい交通システムの構築 

・車に依存した市民のライフスタイルを見直し、環境改善に寄与する公共交通の利用

促進に向けた取り組みを推進します。 

・円滑で快適な自動車交通を実現し、化石燃料の消費削減、大気汚染防止を図るため、

渋滞対策を推進します。 

 

施 策 

■公共交通の利用促進 

・地球温暖化や大気汚染防止への貢献度が高い公共交通の利用を促進するため、そのサ

ービスの強化とともに、モビリティ･マネジメント（エコシール、ノーマイカーデー等）

の積極的な広報活動を推進します。 

・路線バスの定時性、安全性を確保し、バスの利用促進を図るため、PTPS（公共交通優

先システム）の導入を検討します。 

 

■渋滞対策 

・都市計画道路の整備を促進し、渋滞緩和を進めます。 

・関係機関との協議を図りながら、主要な渋滞発生箇所については重点的な対策を促進

し、円滑な自動車交通を実現し、大気汚染の防止等環境改善に努めます。 

・都心部での交通渋滞の一因ともなっている路上駐車やうろつき交通を解消し、都心部

の環境改善を図るため、老朽化している駐車場案内システムの改修を進め、情報化時

代に対応した効率的なシステムを検討します。 

・鉄道駅や主要なバス停等での駐輪場の設置、自転車が走行可能な歩道整備、乗り捨て

自由なレンタサイクルシステム等を検討し、自動車から自転車への転換を促進して、

大気汚染防止とともに、渋滞緩和に努めます。 

 

主な施策例 

・都市計画道路の整備（渋滞対策） 

・駐車場案内システムの充実 
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基本方針１．産業振興に向けた環境づくり 

 

工業の操業環境・生産機能の維持向上を図るとともに、自然環境との調和を図りなが

ら、広域交通網の整備や工業用地等の宅地供給を促進し、計画的な企業誘致の受け皿づ

くりを進めます。また、市街地内にあっては地場産業、伝統産業の振興のため、必要に

応じてこれら産業の良好な操業環境を保全します。 

 

①企業誘致の受け皿づくり 

・既存ストックを活用するほか、関係機関との協議を踏まえながら、高規格道路の整

備を推進し、広域交通条件の向上に努めます。 

・市街地環境・自然環境との調和に配慮しつつ、企業誘致の受け皿となる新たな工業

用地の確保を検討します。 

 

施 策 

■高規格道路の整備 

・企業の進出魅力の向上を図るため、第二東名高速道路整備と（仮称）額田インターチ

ェンジへのアクセス道路の整備を促進します。 

・広域交通条件のさらなる向上を図るため、第二東名高速道路の（仮称）岡崎ＳＡでの

スマートＩＣの整備に努めます。 

■工業用地の確保 

・工業専用地域や市街化調整区域といった郊外部には工業施設が集積している一団の工

業用地（産業拠点）があり、このうち市街化調整区域内の工業用地については必要に

応じて、市街化区域への編入も検討することとします。 

・工業地域、準工業地域では住居系の土地利用が進展し、環境悪化が懸念されている一

方で、工業用地が不足していることから、市街化調整区域での地区計画等を適用した

計画的な工業系市街地の整備を検討します。 

・研究開発型産業等を誘致するため、市街地環境・自然環境との調和に配慮しつつ、関

係機関と協議しながら、新たな工業用地を確保します。 

・市域北部では、豊田東ＩＣを活かした新たな工業用地の確保を検討します。 

 

主な施策例 

・（都）本宿樫山線の整備 

・市街化調整区域内工業用地の市街化区域への編入 

・市街化調整区域での地区計画の適用 

・第二東名高速道路（仮称）岡崎ＳＡでのスマートＩＣの整備 

（４）都市像③ 賑わいを創造する元気な都市＜活力創造都市＞ 
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・豊田・岡崎（下山地区）地区研究開発施設用地造成事業 

■企業誘致の受け皿づくり 方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地場産業等の良好な操業環境づくり 

・準工業地域、工業地域では住居系用途との混在が進んでおり、基本的には工業施設

は郊外への移転を誘導しますが、地域に悪影響をもたらす恐れのないものについては

工業の利便増進、地場産業等の振興といった観点から、既成市街地内での良好な操業

環境の保全を図ります。 

 

施 策 

・地場産業等の振興を図るため、準工業地域等では、必要に応じてその操業環境の維持

及び集積を誘導するため、地区計画の適用、特別用途地区の指定等により、他用途の

混在を防止するような土地利用への誘導を検討します。 

 

主な施策例 

・地区計画の適用 

・特別用途地区の指定 
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基本方針２．地域資源を活かした観光交流の活性化 

 

市街地に多く分布する岡崎の歴史・文化等の地域資源を活かして、岡崎らしい観光交

流の活性化を進めるため、地域資源自体の付加価値向上とともに良好な景観形成を通じ

て、多くの人が触れ合える交流空間の創造を図ります。 

①歴史・文化を生かした景観・環境整備 

・市民生活に潤いをあたえるとともに、岡崎らしさを演出する地域資源や景観は次世

代に引き継ぐべき貴重な財産として保全します。 

・岡崎固有の歴史的建造物や街並みといった地域資源は、その保護を図るとともに、

市民の文化活動や観光交流の振興に活用することとします。 

 

施 策 

■地域資源、景観の保全 

・岡崎城、大樹寺、旧東海道などの歴史的資源や近代建造物は良好な景観形成を図るた

め、景観法を活用した（「景観計画」における「景観重要構造物」）保全を検討します。 

・歴史的資源周辺での景観を保全修復するため、景観法の適用や無電柱化を検討します。 

・史跡岡崎城跡については管生曲輪跡の利活用のあり方を検討しながら、歴史的文化的

資源としての価値向上を図ります。 

・大樹寺から岡崎城を眺望する「歴史的眺望ライン」 

のように保全すべき眺望ラインは市全体の景観計画を 

策定するなかで、保全整備方針・届出行為事項等規制 

内容を明らかにしたうえで、市民の理解を得ながら 

眺望保全のための規制誘導を検討します。 

■地域資源の活用 

・市内に点在する多彩な歴史的文化的資源を活用して、魅

力ある市街地を形成するとともに、歴史的資源のネット

ワーク化を図り、市民の余暇活動や滞在型の観光振興を

促進し多くの人が岡崎固有の歴史文化に触れ合えるよ

うな交流空間を創造します。 

・史跡北野廃寺跡では史跡（公園）とともに周辺道路の拡

幅、案内標識等の整備を進め、史跡を活用した観光交流機能の充実に努めます。 

主な施策例 

・無電柱化 

・眺望ラインの保全に向けた規制 

・史跡岡崎城跡整備事業 

・史跡北野廃寺跡整備事業 

■大樹寺⇒岡崎城眺望ライン
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基本方針３．西三河地域の広域拠点にふさわしい都心部の再生 

 

岡崎の顔･シンボルとして賑わいを牽引すべき都心部は商業機能とともに、文化・芸

術・交流・居住といった多様な都市機能の集積を図り、西三河の広域拠点にふさわしい

再生を進めていきます。 

 

①既存ストックと連携した都心部の再生 

・道路等の既存ストックの有効活用、まちバスの運行により都心部内の主要な施設を

有機的にネットワーク化し、住民が過度に自動車依存することなく、歩いて暮らせ

るような快適な都市環境の実現に努めます。 

・東岡崎駅周辺、康生地区では、中心市街地活性化基本計画との整合を図りながら、

商業・文化・交流・福祉といった多様な都市機能を集積させるとともに、住宅施設

も積極的に誘導し、生活利便の高いまちなか居住の促進により、活力の回復を図り

ます。 

・岡崎駅周辺は都心部南側の交流拠点として、行政機能を核とした都市機能の集積を

図るとともに来街者、居住者の憩いの空間形成に努めます。 

 

施 策 

■歩いて暮らせる都心づくり 

・まちバスの運行等によりネットワークを強化し、図

書館交流プラザ、市役所、商業施設といった主要な

施設の連携強化を図り、都心部の住民、来訪者が自

動車に過度に依存しなくても暮らせる、利便性の高

い快適な都市空間の形成に取り組みます。 

 

■東岡崎駅周辺、康生地区（中心市街地活性化区域） 

・都心部の玄関口である東岡崎駅周辺では、交通結節 

機能とともに、都市機能の充実を図るため、再整備

を推進します。 

・康生地区にあっては、商業施設の撤退、空床の増加

等の衰退化が深刻であり、その活性化を図るためシ

ビコ・セルビ周辺地区等の街区の再整備を進め、広

域的な求心力の再生に努めます。 

・図書館交流プラザ整備、岡崎げんき館整備、プロム

ナード整備といったインパクトを活かし、商業だけ

でなく文化・交流、福祉といった多様な機能を集積

■既存ストックと連携した都心部の再生 方針図
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させた都心部の活力の再生を図ります。 

・既存文化会館（市民会館、せきれいホール等）は老朽化しており、市民のニーズに対

応できないことから、都心部の芸術文化機能の向上を図るため、新たな文化会館の建

設を検討します。 

・豊かな都心ライフの実現に寄与するため、都心内での身近な公園整備や子育て支援、

賃貸住宅の供給促進等、ハード・ソフト両面から良好な住環境づくりに努めます。 

 

■岡崎駅周辺 

・岡崎駅南側からシビックセンターに至るシビックコア地区においては、にぎわいの創

出を図るため、官公庁施設と民間施設の集積・連携を進め、人工地盤、ポケットパー

ク等の基盤施設の整備を推進するとともに、民間駐車整備を誘導します。 

 

主な施策例 

・東岡崎駅周辺整備事業 

・康生地区市街地再整備事業 

・新文化会館の建設 

・まちなか居住推進事業 

 ・シビックコア地区・整備事業 
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用語解説 

 

－ あ － 

【アメニティ】 

一般的に「心地よさ、快適さ、快適性、楽に暮らすために必要なものが整い、整備され

ていること」という意味です。生活を便利で、楽しくするもの、恩恵、特典を追加しうる

ものであり、そうした設備、快適もしくは適度な「環境」を表すことです。 

【アダプト制度】 

アダプト制度（Adopt Program）とは英語で「養子縁組」の意で、行政と市民が二人三

脚で協力し合って進める清掃美化活動や街路樹の里親制度のことです。 

【インパクト】 

強い影響や印象のことです。例えば、新たな都市基盤整備を活かし、多様な機能を集積

させた都心部の活力の再生などです。 

【NPO】 

NPO とは Non（非）Profit（利益）Organization（組織）の略で、営利目的とせず、社会的

な使命（ミッション）を達成するために自主的に活動している組織のことです。阪神大震

災での市民活動団体、ボランティア団体等で法人格の必要性がクローズアップされ、市民

活動団体の法人格取得を容易にするため、1998 年に特定非営利活動促進法が制度化されま

した。いわゆる NPO 法人を含む民間非営利組織などです。 

 

－ か － 

【街区】 

道路又は水路などの公共施設に囲まれた一団の土地のことです。 

【開発行為】 

都市計画上の用語で、「開発行為とは、主として建築物の建築の用の供する目的で行う土

地の区画形質の変更をいう。」と定義されています。例えば、住宅を建てるために、田畑に

盛土して宅地を造成する場合などがあります。市街化区域及び市街化調整における開発行

為は、原則として知事の許可を要するが、規模の小さいもの、その他特定のものについて

は許可を受けなくてよいこととなっています。 

【街路】 

歩行者や自動車の通行機能に資する施設で、市街地内の道路を総称して「街路」、狭義に

は都市計画道路のことを指していいます。一般的には「道路」のことです。 

【基盤施設（都市基盤）】 

道路・街路、鉄道、河川、上下水道、エネルギー供給施設、通信施設などの生活・産業

基盤や学校、病院、公園などの公共施設のことです。 

【協働】 

協働とは、「異種、異質の組織が共通の社会的目的を果たすために、それぞれのリソース

（資源や特性）を持ち寄り、対等な立場で協力して共に働くこと」を言います。例えば市
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民と行政とが、お互いの長所をもちより、短所を補いあえば、より質の高い市民サービス

を生み出すことがきると考えられます。 

【既存ストック】 

都市の「既存ストック」とは、これまでに整備してきた市街地やその中の建物、土地、

道路や公園などの都市施設全般を指します。 

【既成市街地】 

都市において、道路が整備され建物が連担するなど、既に市街地が形成されている地域。 

【狭あい道路】 

幅員４メートル未満の道で、一般の用に供されているものです。 

【空洞化】 

人が転居、移動する、あるいは企業が生産拠点を移すまたは廃業することにより、まち

の人口が減少する又は急激な高齢化を招いたり、産業が衰弱化する現象です。 

【景観計画】 

景観計画とは、景観法に基づいて景観行政団体となった市町村などが策定する「良好な

景観の形成に関する計画」のことです。 

【景観重要構造物】 

景観重要建造物とは、景観上重要な建築物や工作物に関して、景観行政団体の長が景観

法に基づき指定するものです。 

【公共下水道】 

公共下水道とは、主として市街地における下水を排除して又は処理するために、地方公

共団体が管理する下水道です。また、流末が流域下水道に接続しているものを流域関連公

共下水道と呼びます。 

【高度地区】 

用途地域内で、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図る地区で、建築物の高

さの最高（又は最低）限度を定めます。 

【コミュニティ】 

共同の社会生活の行われる一定の地域、またはその集団のことです。都市計画の分野で

は、主として、住民相互の協力と連帯による地域のまちづくり事業や身近な生活環境施設

の整備事業においてこの言葉を使用します。 

【コンパクトシティ】 

徒歩による移動性を重視し、「住む・働く・学ぶ・憩う」といった様々な機能が比較的小

さなエリアに高密に集積している都市形態のことです。「コンパクトシティ化」とは、これ

までの人口増加や自動車の普及によって拡大傾向にあった都市の形態を見直し、徒歩や公

共交通を主体とした環境にやさしい市街地を形成した都市を指します。 

 

－ さ － 

【里山】 

人里近くにある、生活に結びついた山です。もともとは人里近くで、薪燃料や堆肥用の



46 

落ち葉、また山菜・キノコ・薬草・木材などを得るために人が管理していた森や林のこと。

最近は、この森や林だけでなく、田んぼや畑、川沼、草地、さらには集落までも含む農村

の自然環境全体をあらわす言葉として用いられます。 

【再開発事業（市街地再開発事業）】 

都市再開発法に基づき、低層の老朽木造建築物などが密集し災害の危険性の高い地区に

ついて、細分化された敷地を統合し、不燃化された中高層の建築物に建替え、あわせて道

路、公園等の公共施設の整備を行い、安全で快適な環境を作り出す事業です。 

事業区域内の権利者の権利の処分方法の違いによって、第一種市街地再開発事業（権利

変換方式）と第二種市街地再開発事業（管理処分方式）とに区分されます。 

【市街化区域】 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発・整備する区域で、

既に市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図

るべき区域を指します。 

【市街化調整区域】 

都市計画法に基づき都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域を指します。 

【修景】 

景観をよりよくするために手を加えることです。また、現在の生活に欠かせない施設や

設備を街並みの景観に配慮するよう工夫したものです。 

【人口フレーム】 

フレームとは枠、骨組みのことで、人口フレームとは将来の市街化区域面積を算定する

基礎となります（枠を決めること）。例えば、将来行政区域人口や将来都市計画区域外人口

及び将来市街化区域人口や、将来市街化調整区域人口を設定します。 

【生産緑地地区】 

都市計画法に基づく地域地区の一種。農林業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形

成に資するために、市街化区域内の農地・採草放牧地・森林・池沼などのうち、公害や災

害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公園・緑地など公共施設

などの敷地の用に供する土地として適しているものを区市町村が指定した地区です。生産

緑地地区は、昭和 49 年６月に制定された生産緑地法に基づく地区で、市街地区域内の農地

を保全することにより、良好な都市環境の形成を図るものです。 

 

－ た － 

【地区計画】 

都市計画法に基づき、市町村が都市計画で定める詳細計画です。その地区の現状及び将

来の見通しの中で、良好な環境の形成または保持のため合理的な土地利用を行うことを目

的とした秩序ある開発及び建築を行わせるものであります。 

【低未利用地】 

適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない

「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度（利用頻度、整備水準、管理状
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況など）が低い「低利用地」の総称です。 

【都市計画区域】 

都市計画法その他の関連法令の適用を受ける土地の区域を指します。 

【都市計画決定】 

都市計画を一定の手続きにより決定することで、都市計画が決定されると、都市計画制

限が働き、都市計画が定められた土地の区域に関係する権利者（土地の持ち主など）など

の権利に一定の制限が加えられます。 

【都市計画道路】 

都市計画において定められる都市施設の一種です。自動車専用道路、幹線道路、区画道

路、特殊道路の４種類があります。 

【都市施設】 

道路、公園等、都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持

するための施設の総称です。（類似語＝都市基盤） 

【都市構造】 

都市を形成するうえで、骨格となる交通体系、土地利用、自然環境などの全体的な構成

をいいます。 

【都市整備】 

土地利用を決め、道路や公園等の公共公益施設などを配置して整備を行うことです。 

【都心部】 

一般的に「ある程度以上の規模を持った都市の中心及び周辺部」を指します。当マスタ

ープランでは岡崎市の都心部として、康生地区、東岡崎駅周辺から岡崎駅周辺にいたる地

域を都心部としています。 

【都市機能】 

文化、教育、保健・医療・福祉、商業、工業などのサービスを提供する機能や居住機能

のことです。 

【土地区画整理事業】 

土地区画整理法に基づき、原則として市街化区域内の土地について、公共施設の整備改

善及び宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更や公共施設の新設又

は変更に関する事業のことです。 

【トランジットセンター（交通結節点）】 

交通が集中的に結節する箇所を指し、鉄道の乗継駅、道路のインターチェンジ、自動車

から徒歩やその他の交通機関に乗り換えるための停車・駐車施設、鉄道とバスなどの乗り

換えが行われる駅前広場などが挙げられます。 

 

 

 

 

－ な － 
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【ニーズ】 

要望、需要のこと。例えば、交流を支える交通基盤の整備に際して、そのユーザーであ

る市民の意向を踏まえることです。 

【ネットワーク】 

網状に連結した交通、情報網、通信網などのことです。 

 

－ は － 

【パークアンドライド】 

都心部などの道路混雑や駐車場不足に対処するため、混雑地区の外側に駐車場を設置し、

そこで自動車から公共交通機関に乗り換えて目的地に向かう方法のことです。 

【パートナーシップ】 

パートナーシップとは、行政・ＮＰＯ・企業など、立場の異なる組織や人同士が、明確

な目的のもとに、対等な関係を結び、それぞれの得意分野を生かしながら、連携し協力し

合うことです。（類似語＝協働） 

【バリアフリー】 

高齢者、障害者などが円滑に移動できるように、障害（バリア）となるものを取り除く

ことです。具体的には、まちや住まい（交通施設や公共の建築物や道路、個人の住宅など）

において、高齢者や身体障害者などの利用に配慮した設計・整備を行うことです。また、

段差等の物理的バリアの除去だけではなく、社会参加を困難にしている社会的、制度的、

心理的なバリアを除去していく広い意味で用いられることもあります。 

【ユニバーサルデザイン】 

道具や空間をデザインするにあたって、障害者のための特別なデザインではなく、健常

者も含めたすべての人にとって使いやすいデザインのことです。 

【風致地区】 

都市計画法に基づく地域地区の一種です。都市の風致（丘陵、樹林、水辺地などの自然

豊かな土地、郷土的意義のある土地、緑豊かな住宅地などを含む良好な自然的環境）を維

持するために設けられています。 

風致地区内においては、建築物の建築、宅地の造成、樹林の伐採などの行為について、

条例により、都市の風致を維持するための必要な規制が課せられ、これらの行為をしよう

とする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。 

 

－ ま － 

【まちづくり三法】 

土地の利用規制を促進するための“改正都市計画法”、生活環境への影響など社会的規制

の側面から大型店出店の新たな調整の仕組みを定めた“大規模小売店舗立地法（大店立地

法）”、中心市街地の空洞化を食い止め活性化活動を支援する“中心市街地活性化法”の 3

つの法律の総称をいいます。 

【まちなか居住】 
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これまで整備してきた社会資本を有効活用するため、まちなかに目を向け、まちなかに

居住を構えることです。 

【密集市街地】 

住宅をはじめとする建築物が密集し、道路や公園など公共施設が著しく不足するなど住

環境の整備などが必要な市街地のことです。 

【モビリティ・マネージメント】 

過度に自動車に依存したライフスタイルから、“かしこく”クルマと公共交通を利用す

るライフタイルへの転換を誘導するために講じるコミュニケーションを中心とした交通政

策のことです。 

 

－ や － 

【優良農地】 

土地改良事業で整備された一団の農地などを指します。 

 

－ ら－ 

【流域関連公共下水道】 

→「公共下水道」の項目を参照します。 

【ライフスタイル】 

生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方のことを

いいます。 

【レクリエーション】 

仕事・勉学などの肉体的・精神的疲労を癒し、元気を回復するために休養をとったり娯

楽を行ったりすることです。また、その休養や娯楽です。 
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