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第2章 都市の現状と課題

第２章 都市の現状と課題

１. 社会経済動向の変化と法制度の動き

ここでは都市づくりに関し、近年における社会経済動向の変化や関連法制度の改正等

の内容について整理します。 

（１） 近年の社会経済動向

１）人口減少、少子高齢社会の進行 

少子高齢化の進行により、我が国の総人口は2008（平成20）年をピークに減少に転

じており、生産年齢人口（15～64 歳）も1995（平成7）年をピークに減少に転じてい

ます。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計（2017年推計：出生中位（死亡中位）

推計）によると、総人口は、2015（平成27）年の12,709万人から2065（令和47）年に

は8,808 万人にまで減少すると見込まれています。生産年齢人口は、2015（平成27）

年の7,629万人から2065（令和47）年には4,529 万人にまで減少すると見込まれていま

す。 

特に生産年齢人口の減少は、地域経済の縮小につながる恐れがあるとともに、人口

総数の減少に伴い、これまでの拡大型の都市づくりから、将来の人口規模を見据えた

持続可能な都市づくりが重要となります。 

出典：H28年度国土交通白書 

図2-1 日本の総人口の推移・推計 
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一方、愛知県の人口はこれまで増加を続けてきましたが、2020（令和2）年頃をピー

クに減少に転じる見込みとなっています。ただし、県内でも名古屋市東部や西三河中

央部等の市町村では、今後当面の間人口の増加が見込まれ、こうした地域特性を踏ま

えた市街地の形成・再構築が求められます。 

※ケース①：出生率が現状程度で推移する場合の将来人口推計 

※ケース②：出生率が上昇する場合の将来人口推計 

出典：愛知県人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略(H27) 

図2-2 愛知県の人口の長期的な見通し 

２）厳しさを増す財政状況とインフラ施設(*)の老朽化への対応 

全国的な傾向として、今後人口の減少に伴う税収減や、高齢化に伴う扶助費(*)の増

加等により、自治体の財政運営は一層厳しさを増すことが避けられない状況にありま

す。一方で、高度経済成長期に多く整備された公共施設や道路等のインフラが老朽化

し、一斉に更新時期を迎えることが想定されています。こうした状況下において、限

られた財源で計画的に都市づくりを進めていく必要があります。 

３）巨大地震等の災害への対応 

2011（平成23）年3月に発生した東日本大震災を契機に、我が国全体として津波等の

自然災害に対する意識が高まっています。さらに、2018（平成30）年7月豪雨をはじめ、

近年ではゲリラ豪雨等による土砂災害や河川の氾濫等が頻発し、家屋の倒壊や浸水に

よる被害や人的被害も多く発生しています。こうした災害に対し、ハード整備のみで

の対応は困難であり、住民による避難体制の強化や災害の危険度が高い区域での居住

の制限等、ソフト施策を組み合わせながら、総合的に防災対策を推進する必要があり

ます。 
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第2章 都市の現状と課題

（２） 近年の法制度改正等の動き

都市づくりに関する近年の法制度改正等の主だった事項は以下のとおりです。これら

はいずれも前述した近年の社会経済動向を反映したものであり、都市計画マスタープラ

ンの改定にあたり配慮する必要があります。 

年月 法改正等 

2011（H23）年12月 「津波防災地域づくりに関する法律」施行 

2014（H26）年4月 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について（総務省

要請） 

2014（H26）年8月 「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」施行 ⇒『立地

適正化計画制度』創設 

2014（H26）年11月 「まち・ひと・しごと創生法」施行 

2014（H26）年11月 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正

する法律」施行 

2015（H27）年2月 「空家等対策の推進に関する特別措置法」施行 

2015（H27）年4月 「都市農業振興基本法」施行 

2017（H29）年6月 「都市緑地法等の一部を改正する法律」施行 〔一部は2018

（H30）年4月施行〕 

上空から見た碧南市 
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２. 碧南市の現状と課題

（１） 人口動向からの課題

 近年の人口増加傾向を維持し、活力ある都市づくりに向けた施策の展開 

 高齢化の進行に対応し、だれもが便利で快適に暮らし続けられる環境づくり

・本市の人口は、2008（平成20）年をピークに減少傾向が続きましたが、2015（平成27）

年以降、増加

に転じていま

す。この傾向

を維持し、活

力ある都市づ

くりを目指し

た施策展開が

求められます。 

・近年の人口増加の要因を人口動態からみると、自然動態は2012（平成24）年以降、死亡

数が出生数を上回り

自然減が続く一方、

社会動態はリーマン

ショック(*)の影響か

ら、2009（平成21）

年に転出数が転入数

を上回り社会減に転

じましたが、2015（平

成27）年以降は再び

社会増を示していま

す。 

出典：碧南市の統計

図2-4 人口動態の推移

※世帯数は日本人・外国人の合計           出典：住民基本台帳（各年3月末現在）

図2-3 人口・世帯数の推移
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第2章 都市の現状と課題

・本市の高齢化率（65歳以上の割合）は、2017（平成29）年に23.0％で、年々増加する

傾向にあります。今後も高齢化の進行が想定されることから、高齢者を含めだれもが

便利で快適に暮らし続けられる環境づくりが課題です。 

出典：住民基本台帳（H29年は3月末現在、その他の年は9月末現在） 

図2-5 年齢３区分別人口割合の推移 

・地区別の人口動向をみると、2013（平成25）年から2018（平成30）年の人口増減率では、

碧南駅周辺等で減少がみられる一方、市内各所で増加しています。また、高齢化率では、

大浜地区や新川地区等の旧市街地で、高齢化率30％を超える地域が多く分布していま

す。 

出典：住民基本台帳（Ｈ30年3月末現在）

図2-7 地区別高齢化率 

出典：住民基本台帳（各年3月末現在）

図2-6 地区別人口増減率 
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（２） 産業構造からの課題

 都市の活力維持等のため、需要に応じた産業用地の供給促進 

 食料品スーパー等日常の生活利便を支える身近な商業施設の維持 

 県下有数の農産地として、農業振興による農地の適正な保全

・製造品出荷額等はリーマンショック(*)後の2009（平成21）年以降増加傾向にあり、これ

に伴い近年では人口も増加しています。都市の活力の維持や、市民に対する就業の場の

確保といった観点から、需要に応じた産業用地の供給が課題です。 

出典：工業統計調査 

図2-8 製造品出荷額等の推移（従業者30人以上の事業所） 

・市街地内には比較的規模の大きな食料品ス

ーパーがバランスよく立地していますが、

商業販売額は概ね減少傾向にあります。販

売額の減少が続いた場合には店舗の撤退等

により、現在の生活利便性が維持できなく

なる恐れがあります。 

出典：商業統計調査 

注）・H26 年商業統計調査は、総務省所管の「経済センサス-基礎調査」

と同時実施。 

・H26 年調査は日本標準産業分類の改定及び調査設計の大幅変更を

行ったことに伴い、前回実施の H19 年調査の数値とは接続してい

ない。 出典：愛知県産業労働部商業流通課 HP

図2-10 主な食料品スーパー分布図 図2-9 年間商品販売額の推移 
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第2章 都市の現状と課題

・農業については、農家数、経営耕地面積とも減少傾向にありますが、本市はにんじん、

たまねぎ等の野菜指定産地(*)の指定を受け、県下でも有数の産地となっています。農地

は、農産品の生産基盤としての機能だけでなく、ゆとりある田園風景を形成し、水害等

に対する防災機能を有する等多様な役割があり、農業振興による農地の適正な保全が望

まれます。 

出典：農林業センサス 

図2-11 農家戸数及び経営耕地面積の推移 

 18,19歳アンケートによると、「将来、
どこに住んでいたいか？」について半数
以上が碧南市内を望んでいるのに対
し、「将来、どこで働きたいか？」につい
ては近隣市（刈谷・安城・西尾・知
立・高浜）が４割を超え最も多くなって
います。 
 これらのことから、“碧南市内に住み続
けたいけど、働き口は市内に十分ないか
ら、近隣市で探そう。”という若者が少な
くないことが分かります。 
このため、碧南市内で若者が働きたい
と思えるような産業の立地を促進するこ
とにより、若者の市内消費の拡大や、
市外への通勤の減少に伴う交通渋滞
緩和等が期待されます。 

49.0% 5.1%
0.0%

28.6% 13.3% 4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今住んでいる場所または近所
碧南市内の駅周辺
碧南市内の駅周辺以外
市外の駅周辺（都会的な場所）
市外の郊外部（自然の豊かな場所など）
その他

23.5% 43.9% 14.3% 3.1% 15.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

碧南市内
近隣市（刈谷・安城・西尾・知立・高浜）
名古屋周辺
その他の県内
県外（海外を含む）

将来、どこに住んでいたいと思うか？

将来、どこで働きたいと思うか？

出典：H29 年 18,19 歳アンケート

（碧南市内合計：54.1%） 
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（３） 土地・建物利用からの課題

 都市や地域の玄関口となる駅周辺の魅力向上 

 住宅と工場の混在する地区の適切な土地利用誘導 

 市街地内農地のあり方の検討

・地価公示(*)による2012（平成

24）年と2017（平成29）年と

の比較では、駅周辺等で地価

が低下しています。 

・一方、市民アンケートによる

「土地利用に関して特に力

を入れて欲しいこと」として、

「駅周辺への商業施設の集

積」が突出して多い結果とな

っています。 

・駅周辺は都市や地域の玄関口

となる場所でもあり、市街地

環境の改善・整備や土地利用

の高度化等により、魅力の向

上が望まれます。 

出典：H29 年市民アンケート 

図2-13 土地利用に関して特に力を入れて欲しいこと 

42.9%

28.2%

27.7%

26.6%

24.1%

7.2%

4.2%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

駅周辺への商業施設の集積

住宅地開発や区画整理事業などの住宅地の供給

市街地の無秩序な拡大防止

住宅と工場の混在の解消

水田、畑などの農地の保全

工場、物流施設用地の供給

その他

無回答 n=816

出典：地価公示

図2-12 地価公示 

回収票数816
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・旧市街地等では、図2-14に示すように、住宅と工場の共生を図るための用途地域(*)とし

て「準工業地域(*)」が広く指定されています。 

・一方、図2-15をみると、準工業地域(*)内において混在地区の分布もありますが、住居系

の土地利用特性を示す地区も多く存在しており、こうした住居主体となっている地区を

中心に十分な検討をする中で、用途地域(*)の見直し等による適切な土地利用誘導が望ま

れます。 

[参考] 土地利用特性判定表 

区       分 土地利用特性 

農地・緑地及びその他60％以上 
「農地・緑地及びその他系」の面積が60％以上の地区 農地・緑地及び

そ の 他 系

1位の比率が70％以上 

「住居系」の面積が90％以上の地区 住 居 系 特 化

「住居系」の面積が70％以上、90％未満の地区 住 居 系

「商業系」の面積が70％以上の地区 商 業 系

「工業系」の面積が70％以上の地区 工 業 系

「公共系」の面積が70％以上の地区 公 共 系

1位の比率が50％以上70％未満 

「住居系」の面積が50％以上、70％未満の地区 住 居 系 混 在

「商業系」の面積が50％以上、70％未満の地区 商 業 系 混 在

「工業系」の面積が50％以上、70％未満の地区 工 業 系 混 在

「公共系」の面積が50％以上、70％未満の地区 公 共 系 混 在

1位の比率が50％未満 上記以外の地区 混 在 地 区

図2-14 用途地域図（H30.3.20）

出典：H25 年度都市計画基礎調査

図2-15 土地利用特性 
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・土地区画整理事業(*)実施区域内をはじめ、市街化区域(*)の外縁部に多くの農地が分布し

ています。

・都市農業振興基本法(*)の制定等、近年の社会動向も踏まえつつ、市街化区域(*)内農地の

あり方についての方針を検討する必要があります。 

出典：H25年度都市計画基礎調査 

図2-16 市街化区域内農地の分布状況 
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（４） 市街化動向からの課題

 環境改善に向けた総合的な施策の展開 

・人口集中地区（ＤＩＤ）(*)は、土地区画整理事業(*)の施行に伴い、主に市街地東部及び

南部に拡大しています。 

・今後、人口の大幅な自然増が見込まれにくい状況下において、人口集中地区（ＤＩＤ）
(*)の外縁部への拡大は人口の低密度化を招き、都市経営の不効率化につながる恐れもあ

ります。 

・このため、人口流出や高齢化が進む旧市街地では移

住・定住化の促進に向けて、狭あい道路(*)の拡幅や空

き家・空き地の活用等の総合的な環境改善施策を実施

していくことが重要です。 

出典：国勢調査 

図2-17 人口集中地区（DID）の状況図 
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（５） 交通体系からの課題

 幹線道路網の整備推進 

 地域高規格道路(*)及び矢作川堤防リフレッシュ道路の早期整備 

 生活道路の拡幅整備 

 公共交通サービスの維持・向上に向けた鉄道・バス利用の促進

・市内の幹線道路網を構成する国道・県道

の整備率は高く、都市計画道路(*)も8割

以上が整備済となっていますが、混雑度
(*)が1.0以上の地点が国道247号等にみ

られ、引き続き幹線道路網の整備が必要

です。 

表 2-1 都市計画道路整備の進捗状況

2009年 
（H21）

2016年 
（H28）

都市計画道路整備率 82.3％ 83.7％

※ 整備率＝（改良済延長 / 計画延長）×100 
※ 各年４月 1日現在 

・本市は、３方向を河川・海岸で囲まれている

ことから、近接市町へのアクセス道路が不十

分となっており、衣浦豊田道路及び名浜道路

の地域高規格道路(*)の早期整備が望まれま

す。 

・矢作川においては、堤防の防災機能と南北交

通の円滑化を兼ねた矢作川堤防リフレッシ

ュ道路の整備が進められており、本市の幹線

道路網の一翼として早期完成が望まれます。 

出典：H27 年度全国道路・街路交通情勢調査

図2-18 混雑度状況図 

路線表示区分 表示方法 備 考 

地 域 

高規格 
道 路 

 計画路線 

 候補路線 

出典：愛知県ＨＰ

図2-19 地域高規格幹線道路網 
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・旧市街地を中心に、幅員4ｍ未満の道が多く分布しており、交通安全や防災安全の確保

に向けた生活道路の拡幅整備が必要です。 

・駅前広場や駅前通りについて、観光面の強化の観点からも整備が必要です。 

出典：H26 年度都市計画基礎調査 

図2-20 道路幅員別状況図 
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・市民アンケートによる「道路整備に関して優先的に行って欲しいこと」として、「街路

灯、防犯灯の設置」（51.0％）に次いで、「歩道、自転車道の設置」（37.1％）、「狭

い道路(幅４ｍ未満)の拡幅」（24.1％）等が多くなっています。 

出典：H29 年市民アンケート 

図2-21 道路整備に関して優先的に行って欲しいこと 

・鉄道は、名鉄三河線の４駅が設置されていますが、各駅の乗降客数はいずれも緩やか

な増加傾向にあります。 

出典：名古屋鉄道株式会社 

図2-22 鉄道の乗降客数の推移

回収票数816
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・しかしながら、駅の徒歩圏（半径800ｍ以内）人口は現状で約４割にとどまっています。 

・高齢者や障害者等の利便を図るための「くるくるバス」が市内４コース、１日４～８便

運行されています。 

・今後、高齢化の進行が想定される中で、公共交通サービスの維持・向上のため、駅前広

場や駅前通りを整備する等、鉄道・バスの利便性の向上が望まれます。 

人口データ：住民基本台帳（H29年 3月末現在） 

図2-23 公共交通網 
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碧南市都市計画マスタープラン 

（６） 都市基盤整備状況からの課題

 旧市街地等、身近な公園が不足する地区における適切な公園・緑地整備 

 水害防止や環境保全に向けた河川・下水道の整備推進 

 衣浦港における港湾施設の再編等による港湾機能の高度化

・公園・緑地は、明石公園や臨海公園、油ヶ淵水辺公園等の比較的規模の大きな都市公園
(*)が住宅地の外周部に配置されているほか、土地区画整理事業(*)実施区域では身近な公

園としての街区公園(*)等が整備されています。 

・しかしながら、旧市街地等の土地区画整理事業(*)実施区域以外の地区では身近な公園が

不足しており、今後の人口動向等を勘案しつつ、適切な整備が求められます。 

・なお、都市公園(*)の一人あたりの面積は6.0㎡となっています。 

表2-2 都市公園整備の進捗状況

2008年 
（H20） 

2018年 
（H30） 

一人あたりの都市公園面積 5.0㎡/人 6.0㎡/人

図2-24 公園誘致エリア充足率 
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第2章 都市の現状と課題

・河川は、防災対策としての各種整備事業が進められて

おり、引き続きそれらの整備を図り、水害に対する安

全性を向上させていく必要があります。 

図2-25 河川の位置図 

・公共下水道は、2017（平成29）年度末現在の汚水の整備率、普及率ともおよそ７割とな

っており、また雨水の事業認可区域は829.9ha、全体計画面積の約５割で、引き続き公

共下水道整備計画に基づき、順次整備を進めていく必要があります。 

表2-3 市内における下水道の普及率

区  分 計画区域に対する割合 

行政区域面積 3,586ha

下水道計画区域

全体計画区域 1,611.1ha

計画決定区域 1,611.1ha 

事業認可区域 汚水：1,298.1ha 80.6％

雨水：  829.9ha 51.5％

汚水整備状況（平成29年度末整備済区域） 1,194.4ha 整備率：74.2％

供用開始（平成30年4月1日現在） 
区域内人口 54,305人

普及率 74.6％

 ※ 普及率：（区域内人口/行政区域内人口 72,762 人）×100      出典：H29 年度碧南の公共下水道 下水道課 

表 2-4 公共下水道整備の進捗状況
2009年 
（H21） 

2018年 
（H30） 

公共下水道の普及率 54.4％ 74.6％
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碧南市都市計画マスタープラン 

・市域の西側に面する衣浦港は、重要港湾(*)に指定され、知多及び西三河地域のみならず、

岐阜県等広域に渡って物流・生産活動を支えている工業港であるとともに、国内最大級

の石炭火力発電所等が立地する地域のエネルギー供給拠点としての役割も担っていま

す。 

・衣浦港では、入港するバルク船(*)の大型化等、近年の情勢変化への対応が必要となって

いるとともに、岸壁等の老朽化も進展していることから、港湾施設の再編等による港湾

機能の高度化を図り、港湾の競争力を強化していくことが求められています。 

出典：衣浦港港湾計画書（H26 年 2月改訂） 

図2-26 衣浦港港湾計画図（碧南市周辺のみ）
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第2章 都市の現状と課題

（７） 防災からの課題

 津波浸水や洪水・高潮の被害が想定される低地部における総合的な防災対策の推進 

 地震による甚大な被害が想定される地域における防災対策の推進

・矢作川沿岸部等の低地部では、南海トラフ巨大地

震の発生による津波浸水被害が想定されている

ほか、洪水・高潮による被害の恐れもあります。

これらに対し、ハード面での防災対策に加えて、

住民の防災意識の向上や適正な土地利用誘導等

の総合的な施策が求められます。 

出典：H29 年 3 月碧南市地震ハザードマップ 

図2-27 津波最大浸水深分布図  
（理論上最大想定モデル）  

出典：H29 年 3 月碧南市洪水・高潮ハザードマップ

図2-28 洪水浸水深分布図 
     （想定最大規模降雨） 

出典：H29 年 3 月碧南市洪水・高潮ハザードマップ

図2-29 高潮浸水深分布図 
     （想定最大ケース） 
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・南海トラフ巨大地震の発生に伴い、旧市街地を中心として火災による甚大な被害が想定

されており、こうした地域での建物に対する耐震化の促進や、延焼防止のためのオープ

ンスペース(*)の確保等の対策が必要です。また、衣浦港の沿岸部、矢作川沿い及び油ヶ

淵周辺は、液状化(*)の発生も懸念されます。 

出典：H29 年 3 月碧南市地震ハザードマップ 

図2-30 理論上最大想定モデルによる焼失率分布 

出典：H29 年 3 月碧南市地震ハザードマップ 

図2-31 理論上最大想定モデルによる液状化危険度分布
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第2章 都市の現状と課題

（８） 地域資源からの課題

 地域資源としての文化財や景観資源の活用 

 伝統的産業と住宅等との共存

・市内には文化財や多くの景観資源が分布し、これらが本市の観光資源にもなっているこ

とから、こうした地域資源を活用した街並み景観の整備や多様な交流の促進が望まれま

す。 

図2-32 景観資源の分布 

No. 資源名 No. 資源名 

1 大浜漁港 19 油ケ淵 

2 大浜熊野大神社 20 乳母道 

3 大浜の路地 21 衣浦温泉街 

4 旧大浜警察署 22 蜆川のボート 

5 西方寺の太鼓堂 23 小学校の裏門 

6 堤の松並木 24 新川沿いの遊歩道 

7 寺とみりん蔵の路地 25 新川に架かる名鉄三河線のレンガの鉄橋 

8 碧南市大浜地区の小径 26 土塀のある路地 

9 堀川周辺の風景 27 南蛮提灯で浮かぶ広藤園 

10 味醂醸造の景色 28 西端旧集落の「坂道」「切り通し」「帯状の緑地」

11 海の記憶 29 にんじん畑 

12 旧新須磨海岸 30 碧南市芸術文化ホール前の欅並木 

13 旧堤防跡の松並木 31 碧南市中山町地蔵通り 

14 玉津浦海水浴場の共同シャワー 32 ボードウォーク 

15 碧緑地の遊歩道 33 前浜地区の農地 

16 臨海公園のメタセコイアの道 34 緑のトンネル 

17 矢作川（河口付近） 35 無我苑 

18 矢作川桜堤み   

出典：美しい愛知づくり景観資源 600 選（愛知県）
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・市内には伝統的産業として、醤油、味淋等の醸造所のほか、窯業、鋳物等の製造所が点

在しています。これらの多くは住宅地の中にあることから、地域資源としての産業と住

宅等との共存を図る都市づくりが望まれます。 

出典：竜の子街道※UMAMI ROAD    

（竜の子街道広域観光推進協議会） 

図2-33 伝統的産業資源（醸造所）の分布 

※碧南市では、半田市・常滑市・西尾市と連携し、４市が持つ

「醸造・器・和の心」を活かした観光ルート「竜の子街道」

プロジェクト計画を実施している。 

大浜てらまち地区の路地 


