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第５章 地域別構想

第５章 地域別構想

地域区分の設定１.

地域別構想における区分は、地形等の自然条件、土地利用の状況、幹線道路等の交通

軸、日常生活上の交流の範囲等を考慮しながら、小学校区を基本として、以下のように

設定します。 

図 5-1 地域区分図
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各地域のまちづくり構想２.

（１） 西端地域のまちづくり構想

１）地域の概況 

本地域は、市域北部に位置しており、全市面積の約

15.5％を占めています。地域の広範囲にわたり農地が

広がり、南部は油ヶ淵や長田川、高浜川に面していま

す。 

市街化区域(*)は住宅地が主体で、主に南東部が旧市街地、北西部は比較的新し

く宅地化が進行しています。市街化調整区域(*)では一部既存工場が集積しており、

この周辺は名豊道路のアクセス性を活かした新たな生産・流通ゾーンの形成を推

進する産業拠点の形成が求められています。また、油ヶ淵周辺ではその自然を活

かした県営油ヶ淵水辺公園の整備が進められています。 

２）地域の現状と課題 

人口推移 

・2013（平成25）年から2018（平成30）年の人口増減をみると、本地域は0.4％

増加していますが、全市平均（0.8％）と比べるとやや増加率が低い状況です。

市街化区域(*)では、南東部の旧市街地周辺において人口が減少傾向にある一

方、北西部の比較的新しく宅地化が進行している地区では増加がみられます。 

・2018（平成30）年における本地域の高齢化率は26.1％で、全市平均（23.2％）

を大きく上回っています。特に市街化区域(*)の南部では、一部に35％を超える

地区がみられます。 

表5-1 人口状況（出典：住民基本台帳・各年3月末現在）

地域人口（人） 人口増加率（H25→H30） 高齢化率（H30） 

2013(H25)年 2018(H30)年 本地域 市平均 本地域 市平均 

8,224 8,253 0.4% 0.8% 26.1% 23.2%

図5-2 地区別人口増減率（出典：住民基本台帳） 図5-3 地区別高齢化率（出典：住民基本台帳）

※「人口なし」は工業専用地域及び人口（Ｈ30）10人未満の地区を含む。
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土地利用・市街地整備 

・市街化区域(*)は住居系の用途地域(*)が大半を占め、（主）西尾知多線沿い等の

一部に近隣商業地域(*)が指定されています。市街化区域(*)北部の住居専用地域
(*)が指定された地区では、農地が多く残っています。 

・市街地整備として、札木地区で土地区画整理事業(*)が実施済となっていますが、

それ以外の大半の地区は面的整備が行われていません。 

都市施設 

・都市計画道路(*)は西端線、吉浜棚尾線、西尾知多線の3路線がありますが、そ

のうち西尾知多線は全区間未整備となっています。 

・都市公園(*)は県営油ヶ淵水辺公園の一部が供用されているほか、住民の身近な

公園として三度山公園、札木公園、湖西公園の３ヶ所が整備されています。し

かしながら、住民1人あたりの都市公園(*)面積は4.7㎡/人で、全市平均（6.0㎡

/人）に比べ低い水準となっています。 

防 災 

・高浜川や長田川周辺の低地部では津波・高潮や洪水による浸水の恐れがありま

す。 

図5-4 用途地域等指定状況図 図5-5 都市施設整備状況図 

表5-2 主要な面積規模（単位：ha）

地域面積
生産緑地
地区 

市街化 
調整区域

市街化 
区域 住居系 商業系 工業系

556.0 438.9 117.1 113.9 3.2 0.0 2.2
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出典：碧南市地震ハザードマップ 

図5-6 津波最大浸水深分布図 
    （理論上最大想定モデル） 

出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ            出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ 

図5-7 洪水浸水深分布図         図5-8 高潮浸水深分布図 

（想定最大規模降雨）              （想定最大ケース）
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３）地域のまちづくり構想 

将来目標 

まちづくりの基本方針 

▶ 新たな住宅地の整備や生活利便性を高める施設の立地を促進し、だれもが暮ら

しやすい居住環境の形成を図ります。 

▶ 地域北部の既存工場周辺において、新たな生産・流通ゾーンの形成を図るとと

もに優良農地の保全に努め、地域の活性化を図ります。 

▶ 油ヶ淵や河川沿いの水辺の空間は、洪水等の対策を進めつつ、豊かな自然環境

と景観を保全し市民とふれあえる場としての整備を図ります。 

分野別方針 

ａ.土地利用の方針 

① （都）西端線と（都）吉浜棚尾線の交

差点周辺は、地域拠点エリア※として、

既存の住宅地及び新たな住宅地等の日

常生活の利便性の向上のため、日常生

活サービス施設(*)の集積を促進します。 

② 高浜市に隣接する地域南西部の（都）

吉浜棚尾線の沿線は、新たな住宅地と

して市街化区域への編入を検討しま

す。 

③ 名豊道路にアクセスする（都）西端線

の沿線は、沿道サービス施設(*)の立地を

促進します。 

④ （主）西尾知多線の沿線の商業系用途 

地域(*)は、土地利用のあり方について、事業者・地域住民等と検討を進めます。 

⑤ 地域北部の市街化調整区域(*)の既存工場周辺は、優良農地の保全に配慮しつ

つ、名豊道路へのアクセス性を活かした新たな産業地の整備を推進し、生産・

流通ゾーンの形成を図ります。 

⑥ 地域北部の市街化調整区域(*)の農地は、生産機能、都市環境及び景観機能を

有する農地として保全を推進するとともに、既存集落地の居住環境の改善を図

ります。 

※地域拠点エリア…地域コミュニティの中心となる主要な道路の周辺において、地域密着型の身近な日常生活サービ

ス施設の集積を図るエリア。〔⇒第３章-４「将来の都市構造」参照〕

豊かな自然を活かしただれもが暮らしやすい居住環境の形成とともに 

農業と工業による産業振興を促進するまちづくり 

(都)吉浜棚尾線 

（地域拠点エリア） 
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ｂ.交通施設の方針 

① （都）西尾知多線は、道路網としての

必要性や実現性を検討し、計画の見直

しを推進します。 

② （都）西端線は、名豊道路へのアクセ

ス性を高められるよう、都市計画道路(*)

の延伸に向けて関係機関との調整を進

めます。 

③ （市）長田橋柿池線を都市幹線道路に

位置づけるとともに、（主）西尾知多

線及び（市）大久手吹上洲先線を補助

幹線道路に位置づけ、地域の骨格とな

る道路網の整備を推進します。 

④ 地域の主要な区画道路は、高齢者や障害者の利用に配慮しつつ、歩行者の安

全確保や防災機能の向上を図るため、地域住民との協議を進めながら、必要と

なる路線の整備を推進します。 

ｃ.公園・緑地の方針 

① 水と緑の拠点である県営油ヶ淵水辺

公園は、市民のニーズを把握し、水と

緑に親しめる公園整備を促進します。 

② 地域東部において、地域住民のスポー

ツやレクリエーション活動の拠点とな

る緑地の整備を推進します。 

③ 街区公園(*)は、地域の公園緑地の整備

状況と配置を考慮し、計画的な整備を

推進します。 

④ 県営油ヶ淵水辺公園等の公園緑地と

長田川、高浜川の河川空間を活用し、

水と緑のネットワークの形成を図りま

す。 

⑤ 八剱神社等の社寺林は、生活に身近な緑として、その保全を促進します。 

⑥ 地域でまとまりのある斜面林等の緑地の保全に努めます。 

ｄ.河川・下水道の方針 

① 高浜川の高潮対策や長田川の河川改修を促進します。 

② 油ヶ淵の水質改善に向けて、上流域の隣接市と連携し下水道の整備及び農業

県営油ヶ淵水辺公園 

(都)西端線 
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排水の浄化を促進します。 

③ 長田川をはじめ地域の河川の適切な維持管理を促進します。 

ｅ.自然環境の保全及び都市環境形成の方針 

① 油ヶ淵の水辺は、親水(*)空間として整備するとともに、水質浄化に努め、潤

いのある空間を創出します。 

② 新たに整備する幹線道路は、街路樹等街並みの緑化とその適切な維持管理に

努め、良好な道路環境の形成を図ります。 

ｆ.都市景観形成の方針 

① 油ヶ淵の水辺は、その自然環境を保全

するとともに、県営油ヶ淵水辺公園の

整備等により水辺景観の向上を図りま

す。 

② 哲学たいけん村無我苑とその周辺の

斜面林等は、地域の特色ある景観とし

て保全を図ります。 

ｇ.防災施設整備の方針 

①（都）西端線等の緊急輸送道路(*)は、災害時の避難路の確保に向けて、沿道建

築物の耐震化を促進します。 

② 地域中央の密集市街地(*)は、地域住民とともに建替えによる不燃化や狭あい

道路(*)の拡幅等の防災機能の向上に向けた取組を推進します。 

ｈ.その他施設整備の方針 

① 市営宮下住宅の建替えにあたっては、高齢者や障害者等、だれもが快適に暮

らせるよう、バリアフリーやユニバーサルデザイン(*)に配慮した住宅供給と、

緑地の確保に努めます。 

哲学たいけん村無我苑 
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図5-9 西端地域のまちづくり方針図
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（２） 新川地域のまちづくり構想

１）地域の概況 

本地域は、市域の北西部に位置しており、全市面積

の約10.9%を占めています。地域の北東部から南部に

かけては高浜川や新川、油ヶ淵等の河川に囲まれ、西

部は衣浦港に面しています。 

地域の大半が市街化区域(*)で、中央部から北部にか

けて住宅地が広がっていますが、南部の新川沿いは住

宅と工場が混在する地区が分布しています。また西部

の衣浦港一帯は工業地が広がっています。 

地域中央部に名鉄三河線の北新川駅と新川町駅が設置されており、駅を中心と

した生活利便性の高い集約型の市街地の形成が求められています。 

２）地域の現状と課題 

人口推移 

・2013（平成25）年から2018（平成30）年の人口増減をみると、本地域は0.4％

増加していますが、全市平均（0.8％）と比べるとやや増加率が低い状況です。

地域西部や南部等に人口が減少する地区が散見される一方、北新川駅周辺等、

地区北部では増加がみられます。 

・2018（平成30）年における本地域の高齢化率は24.2％で、全市平均（23.2％）

を若干上回っています。特に、新川町駅周辺に一部30％を超える地区がみられ

ます。 

表5-3 人口状況（出典：住民基本台帳・各年3月末現在）

地域人口（人） 人口増加率（H25→H30） 高齢化率（H30） 

2013(H25)年 2018(H30)年 本地域 市平均 本地域 市平均 

13,833 13,893 0.4% 0.8% 24.2% 23.2%

図5-10 地区別人口増減率（出典：住民基本台帳） 図5-11 地区別高齢化率（出典：住民基本台帳）

※「人口なし」は工業専用地域及び人口（Ｈ30）10人未満の地区を含む。
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土地利用・市街地整備 

・新川町駅の西側や衣浦温泉街の一帯に商業系の用途地域(*)が指定されるほか、

地域西部や地域南部の新川沿いには工業系の用途地域(*)が指定されています。

そのほかは、住居系の用途地域(*)が指定されていますが、そのなかには農地が

多く残る地区もみられます。 

・本地域では、土地区画整理事業(*)による面的な市街地整備は行われていません。 

都市施設 

・都市計画道路(*)は衣浦豊田線、名古屋碧南線等の８路線がありますが、そのう

ち名古屋碧南線と新川町駅前西線の全区間及び西端線の一部区間（名鉄三河線

との交差部）において未整備となっています。 

・都市公園(*)は市北部の水と緑の拠点となる明石公園が整備されているほか、住

民の身近な公園として六軒町公園、相生公園等の4ヶ所が整備されています。

しかしながら、住民1人あたりの都市公園(*)面積は5.5㎡/人で、全市平均（6.0

㎡/人）に比べ低い水準となっています。 

防 災 

・新川港河口部や高浜川周辺の低地部では津波・高潮や洪水による浸水の恐れが

あります。 

図5-12 用途地域等指定状況図 図5-13 都市施設整備状況図 

表5-4 主要な面積規模（単位：ha）

地域面積
生産緑地
地区 

市街化 
調整区域

市街化 
区域 住居系 商業系 工業系

390.8 16.6 374.2 140.2 28.0 206.1 9.3
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出典：碧南市地震ハザードマップ 

図5-14 津波最大浸水深分布図 
    （理論上最大想定モデル） 

出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ            出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ 

図5-15 洪水浸水深分布図         図5-16 高潮浸水深分布図 

（想定最大規模降雨）              （想定最大ケース）
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３）地域のまちづくり構想 

将来目標 

まちづくりの基本方針 

▶ 北新川駅や新川町駅周辺のまちなか居住を誘導し、公共交通の利便性と医療・

福祉施設の集積を活かした便利で快適に暮らせる土地利用を進め、暮らしの安

全・安心を確保した都市環境の形成を図ります。 

▶ 新川沿いに立地する地場産業の産業資源と景観資源の保全と活用に努め、居住

環境との共生を推進するとともに、密集市街地(*)の改善を図ります。 

分野別方針 

ａ.土地利用の方針 

① 北新川駅周辺は、（都）西端線やこれ

を見据えた駅周辺の基盤整備を行い、

新たな商業地として土地利用の再編を

検討します。 

② 北新川駅及び新川町駅周辺は、生活の

利便性に配慮した集約型の都市づくり
(*)を推進します。 

③ 北新川駅及び新川町駅周辺の（都）西

端線、（都）碧南高浜線及び（都）西

尾新川港線の沿線は、沿道サービス施

設(*)の立地を促進します。 

④ 衣浦港臨海部は、工業・物流用地としての効率的な土地利用を推進します。 

⑤ 市街化区域(*)に隣接する山下町は、北新川駅に近接する地理的な特性を活か

し、新たな住宅地として市街化区域への編入を検討します。その際、浸水等の

災害防止に十分配慮します。 

⑥ 高浜市に隣接する丸山町は、隣接する高浜市と一体的な土地利用となってお

り、市街化区域への編入を検討します。 

⑦ 新川沿いの地場産業が多く立地している地区は、その産業活動等を脅かすこ

とのないよう居住環境との共生を推進します。 

⑧ 新川町駅周辺及び新川沿いの近隣商業地域(*)及び準工業地域(*)において、住宅

地としての利用の割合が高い地区は、住居系用途地域(*)への変更を検討しま

す。 

⑨ 地域東部の生産緑地地区が集積している区域は、都市農地の維持・保全に配

慮しつつ、開発行為等による良好な住宅地整備を促進します。 

駅を中心とした便利で快適に暮らせる市街地の形成とともに 

地場産業と居住が共生したまちづくり

へきなん福祉センターあいくる 
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ｂ.交通施設の方針 

① （都）衣浦豊田線は、衣浦港臨海部の生産・流通ゾーンの重要な物流道路と

して、早期の４車線化を促進します。 

② （都）名古屋碧南線は、交通安全対策として、各交差点の改良を進めながら、

未整備区間の整備を促進します。 

③ （都）西端線は、未整備となっている名鉄三河線との交差部の整備促進に向

けて整備手法を検討します。 

④ 北新川駅において、駅前広場等の整備を

検討します。 

⑤ 北新川駅及び新川町駅と主要な施設を

結ぶ幹線道路を中心にユニバーサルデ

ザイン(*)による歩行空間の整備を推進し

ます。 

⑥ 地域の主要な区画道路は、高齢者や障害

者の利用に配慮しつつ、歩行者の安全確

保や防災機能の向上を図るため、地域住

民との協議を進めながら、必要となる路

線の整備を推進します。 

⑦ （市）藪下東山線は、北新川駅へのアクセス性を高められるよう、路線の延

伸を推進します。 

ｃ.公園・緑地の方針 

① 水と緑の拠点である県営油ヶ淵水辺公園は、市民のニーズを把握し、水と緑

に親しめる公園整備を促進します。 

② 明石公園等の公園緑地と新川等の河川空間及び旧海岸線の公有水面(*)を活用

し、水と緑のネットワークの形成を図ります。 

③ 多くの市民が憩い、集うことができる緑豊かな近隣公園(*)の整備を推進しま

す。 

④ 街区公園(*)は、地域の公園緑地の整備状況と配置を考慮し、計画的な整備を

推進します。 

⑤ 浅間神社等の社寺林は、生活に身近な緑として、その保全を促進します。 

⑥ 衣浦臨海工業地帯と市街地との緩衝的な役割を果たしている緩衝緑地は保全

をします。 

ｄ.河川・下水道の方針 

① 高浜川及び新川は、高潮や津波への対策として、高浜川排水機場の整備とと

もに、水門、樋門、護岸について耐震化及び老朽化に対応するための改修を促

進します。 

北新川駅 
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② 公共下水道が未整備となっている区域

の整備を推進します。 

③ 油ヶ淵、新川の水質改善に向けて、上流

域の隣接市と連携し下水道の整備及び農

業排水の浄化を促進します。 

④ 新川をはじめ地域の河川の適切な維持

管理を促進します。 

ｅ.港湾の方針 

① 公共ふ頭及び泊地の有効利用と適切な

維持管理を促進します。 

② 新川港及び公有水面(*)沿いの海岸堤防は、大規模地震に備え耐震化を促進し

ます。 

③ 旧海岸線の公有水面(*)は、公共下水道の整備により、水質浄化を図るととも

に水辺環境の改善を推進します。 

ｆ.自然環境の保全及び都市環境形成の方針 

① 高浜川や新川は、市街地の中で貴重なオープンスペース(*)であることから、

河川の持つ水と緑の空間を有効に利用した施設の充実と、身近な水辺空間の創

出を図ります。 

② 北新川駅及び新川町駅周辺において、地域住民や事業者との協働により、駅

を中心とした賑わいと活力ある地域づくりに向けて検討を進めます。 

③ 新たに整備する幹線道路は、街路樹等街並みの緑化とその適切な維持管理に

努め、良好な道路環境の形成を図ります。 

ｇ.都市景観形成の方針 

① 旧海岸線の公有水面(*)や新川沿いの傾斜地等の自然景観は、地域の特色ある

景観として保全と活用を図ります。 

② 「祭り」と「山車」の風景は、その視点場の設置を検討し、見せる景観の創

出に努めます。 

ｈ.防災施設整備の方針 

① （都）碧南高浜線等の緊急輸送道路(*)は、災害時の避難路の確保に向けて、

沿道建築物の耐震化を促進します。 

② 地域南部の密集市街地(*)は、地域住民とともに建替えによる不燃化や狭あい

道路(*)の拡幅等の防災機能性の向上に向けた取組を推進します。 

③ 旧海岸線及び新川沿いの急傾斜地は、地震、大雨により土砂災害を未然に防

止する対策を検討します。 

高浜川の水門 
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図5-17 新川地域のまちづくり方針図
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（３） 旭地域のまちづくり構想

１）地域の概況 

本地域は、市域東部に位置しており、全市面積の約

18.7%を占めています。地域の南部は矢作川に、北東部

は油ヶ淵にそれぞれ面しており、その周辺には農地が

広がっています。 

市街化区域(*)は主に住宅地が主体となっていますが、

（都）西尾新川港線と（都）安城碧南線の交差点周辺

において商業施設等の集積が進んでおり、こうした特性を活かした生活利便性の

向上が求められています。一方、市街化区域(*)の周辺に広がる農地や、矢作川、

油ヶ淵の自然的環境は、やすらぎのある住環境を支える地域資源として保全・活

用が求められます。 

２）地域の現状と課題 

人口推移 

・2013（平成25）年から2018（平成30）年の人口増減をみると、本地域は1.7％

増加しており、全市平均（0.8％）と比べ増加率が高い状況です。地域北部等

一部の地区で人口減少がみられる一方、南部や中央部等多くの地区で人口が増

加しています。 

・2018（平成30）年における本地域の高齢化率は20.9％で、全市平均（23.2％）

を下回っています。 

表5-5 人口状況（出典：住民基本台帳・各年3月末現在）

地域人口（人） 人口増加率（H25→H30） 高齢化率（H30） 

2013(H25)年 2018(H30)年 本地域 市平均 本地域 市平均 

15,932 16,206 1.7% 0.8% 20.9% 23.2%

図5-19 地区別高齢化率（出典：住民基本台帳）図5-18 地区別人口増減率（出典：住民基本台帳）
※「人口なし」は工業専用地域及び人口（Ｈ30）10人未満の地区を含む。
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土地利用・市街地整備 

・市街化区域(*)は、住居系の用途地域(*)が大半を占めていますが、そのなかでも

地域中央部等の広範囲に住居専用地域(*)が指定されています。 

・住居専用地域(*)が指定された地区では、農地が多く残っています。 

・市街地整備として、伏見屋地区等で土地区画整理事業(*)が実施済となっていま

すが、それ以外の大半の地区は面的整備が行われていません。 

都市施設 

・都市計画道路(*)は安城碧南線、西尾新川港線等の７路線がありますが、そのう

ち神有線はほぼ全区間が未整備となっています。 

・都市公園(*)は、市東部の水と緑の拠点となる水源公園が整備されているほか、

住民の身近な公園として碧南レールパークや伏見公園等の８ヶ所が整備され

ています。しかしながら、住民1人あたりの都市公園(*)面積は3.1㎡/人で、全

市平均（6.0㎡/人）に比べ低い水準となっています。 

防 災 

・油ヶ淵周辺や蜆川、矢作川周辺の低地部で津波や洪水による浸水の恐れがあり

ます。 

図5-20 用途地域等指定状況図 図5-21 都市施設整備状況図 

表5-6 主要な面積規模（単位：ha）

地域面積
生産緑地
地区 

市街化 
調整区域

市街化 
区域 住居系 商業系 工業系

670.3 359.9 310.4 281.5 0.0 28.9 18.6
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出典：碧南市地震ハザードマップ 

図5-22 津波最大浸水深分布図 
    （理論上最大想定モデル） 

出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ            出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ 

図5-23 洪水浸水深分布図         図5-24 高潮浸水深分布図 

（想定最大規模降雨）              （想定最大ケース）
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３）地域のまちづくり構想 

将来目標 

まちづくりの基本方針 

▶ 矢作川や油ヶ淵に面して広がる農地等の豊かな自然環境を保全するとともに、

狭あい道路(*)の拡幅等の市街地整備を推進し、ゆとりある良好な居住環境の形

成を図ります。 

▶ 日常生活サービス施設(*)の充実を図るとともに、幹線道路網の機能強化等によ

り交通安全の確保を図ります。 

分野別方針 

ａ.土地利用の方針 

① （都）西尾新川港線と（都）安城碧南線の交差点周辺は地域拠点エリア※とし

て、周辺住宅地の日常生活の利便性の向上のため、周辺の渋滞対策等と合わせ、

日常生活サービス施設(*)の集積を促進します。 

② 東中学校周辺は、地区計画(*)等による市街地整備を進め、緑豊かで安全な住

宅地の確保を推進します。 

③ （都）安城碧南線、（都）碧南西尾線、（都）西尾新川港線及び（都）米津

碧南線の沿線は、沿道サービス施設(*)の立地を促進します。 

④ 地域北部や南部の地場産業が多く立地している地区は、その産業活動等を脅

かすことのないよう居住環境との共生を推進します。 

⑤ 地域南部の準工業地域(*)において、住

宅地としての利用の割合が高い地区

は、住居系用途地域(*)への変更を検討し

ます。 

⑥ 矢作川や油ヶ淵に面した農地は、生産

機能、都市環境及び景観機能を有する

農地として保全を推進します。 

※地域拠点エリア…地域コミュニティの中心となる主要な道路の周辺において、地域密着型の身近な日常生活サービ

ス施設の集積を図るエリア。〔⇒第３章-４「将来の都市構造」参照〕

水と緑を活かしたゆとりある居住環境の形成とともに 

生活利便性を向上し安全で快適に暮らせるまちづくり 

矢作川に面して広がる農地 
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ｂ.交通施設の方針 

① 西三河都市計画区域(*)の区域拠点とな

る岡崎市とのアクセス性を高めるた

め、関係市町と連携し、矢作川堤防リ

フレッシュ道路の整備を推進します。 

② （市）藪下東山線は、北新川駅や県営

油ヶ淵水辺公園及び碧南市民病院への

アクセス道路として整備を推進しま

す。 

③ （都）西尾新川港線の笹山町交差点及

び上塚橋西交差点の渋滞対策を促進し

ます。 

④ （都）神有線は、道路網としての必要

性や実現性を検討し、計画の見直しを

推進します。 

⑤ 地域の主要な区画道路は、高齢者や障

害者の利用に配慮しつつ、歩行者の安

全確保や防災機能の向上を図るため、

地域住民との協議を進めながら、必要

となる路線の整備を推進します。 

ｃ.公園・緑地の方針 

① 水と緑の拠点である県営油ヶ淵水辺公園は、市民のニーズを把握し、水と緑

に親しめる公園整備を促進します。 

② 水源公園等の公園緑地と矢作川、蜆川等の河川空間及び（都）安城碧南線の

道路空間を活用し、水と緑のネットワークの形成を図ります。 

③ 街区公園(*)は、地域の公園緑地の整備状況と配置を考慮し、計画的な整備を

推進します。 

④ 神有天満社や鷲塚天満神社等の社寺林は、生活に身近な緑として、その保全

を促進します。 

⑤ 地域でまとまりのある斜面林等の緑地の保全に努めます。 

ｄ.河川・下水道の方針 

① 矢作川河川敷の有効利用や遊歩道等の整備に向けて、関係機関との協議を進

め、矢作川堤防リフレッシュ事業を推進します。 

矢作川堤防リフレッシュ道路 

笹山町交差点周辺 

（地域拠点エリア） 
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② 蜆川をはじめ地域の河川の適切な維持管理を促進します。 

③ 蜆川流域の浸水対策として、雨水貯留施設等の総合的な治水対策を推進しま

す。 

④ 公共下水道が未整備となっている区域の整備を推進します。 

⑤ 油ヶ淵の水質改善に向けて、上流域の隣接市と連携し下水道の整備及び農業

排水の浄化を促進します。 

ｅ.自然環境の保全及び都市環境形成の方針 

① 矢作川や油ヶ淵は、自然と身近にふれあえる水辺空間の創出を図ります。 

② 幹線道路等の街路樹は、適切な維持管理に努め、良好な都市環境の創出を推

進します。 

ｆ.都市景観形成の方針 

① 油ヶ淵の水辺は、その自然環境を保全

するとともに、県営油ヶ淵水辺公園等

の整備等により水辺景観の向上を図り

ます。 

② 矢作川等の自然景観の保全に努めま

す。 

③ 広藤園の「藤」、矢作川桜づつみの「桜」

等の地域の特色ある景観資源の保全と

活用を図ります。 

ｇ.防災施設整備の方針 

① （都）安城碧南線等の緊急輸送道路(*)は、災害時の避難路の確保に向けて、

沿道建築物の耐震化を促進します。 

② 地域南部の密集市街地(*)は、地域住民とともに建替えによる不燃化や狭あい

道路(*)の拡幅等の防災機能の向上に向けた取組を推進します。 

③ 大規模災害時に甚大な被害が想定される市街地や既成集落地と医療機関等を

結ぶ経路の確保に取組みます。 

矢作川桜づつみの「桜」 
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図5-25 旭地域のまちづくり方針図
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（４） 中央地域のまちづくり構想

１）地域の概況 

本地域は、市域中央部に位置しており、全市面積の

約8.8%を占めています。地域の全域が市街化区域(*)で、

名鉄三河線の碧南中央駅を中心に、商業、業務施設や

市役所をはじめとする主要な行政施設が集積していま

す。また、駅に近接した利便性の高い住宅地が形成さ

れる一方、新川沿いや（都）名古屋碧南線の周辺には、

地場産業の工場と住宅が混在する地区が分布しています。西部の衣浦港一帯は工

業地が広がっています。 

本地域では主に、市の中心核として、多様な交流を生み出すための魅力向上と

ともに、まちなか居住を促進する市街地形成が求められます。 

２）地域の現状と課題 

人口推移 

・2013（平成25）年から2018（平成30）年人口増減をみると、本地域は0.2％増

加していますが、全市平均（0.8％）と比べると増加率が低い状況です。地域

西部や北部で増加がみられる一方、碧南中央駅の東側等では減少がみられま

す。 

・2018（平成30）年における本地域の高齢化率は23.6％で、全市平均（23.2％）

と同程度となっています。地域東部に30％を超える地区がみられます。 

表5-7 人口状況（出典：住民基本台帳・各年3月末現在）

地域人口（人） 人口増加率（H25→H30） 高齢化率（H30） 

2013(H25)年 2018(H30)年 本地域 市平均 本地域 市平均 

13,915 13,943 0.2% 0.8% 23.6% 23.2%

図5-27 地区別高齢化率（出典：住民基本台帳）図5-26 地区別人口増減率（出典：住民基本台帳）

※「人口なし」は工業専用地域及び人口（Ｈ30）10人未満の地区を含む。
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土地利用・市街地整備 

・碧南中央駅周辺に商業系の用途地域(*)が指定されているほか、地域西部や地域

南部の新川沿いには工業系の用途地域(*)が指定されています。そのほかは、住

居系の用途地域(*)が指定されていますが、そのなかには農地が多く残る地区も

みられます。 

・市街地整備として、松本地区で土地区画整理事業(*)が実施済となっています。 

都市施設 

・都市計画道路(*)は衣浦豊田線、安城碧南線等の６路線がありますが、そのうち

名古屋碧南線は一部の区間で未整備となっています。 

・都市公園(*)は、衣浦港沿岸に須磨海岸緑地等の３ヶ所が整備されているほか、

住民の身近な公園として末広公園、源氏神明公園等の10ヶ所が整備されていま

す。しかしながら、住民1人あたりの都市公園(*)面積は5.2㎡/人で、全市平均

（6.0㎡/人）に比べやや低い水準となっています。 

防 災 

・新川河口部等一部で津波・高潮や洪水による浸水の恐れがあります。 

図5-28 用途地域等指定状況図 図5-29 都市施設整備状況図 

表5-8 主要な面積規模（単位：ha）

地域面積
生産緑地
地区 

市街化 
調整区域

市街化 
区域 住居系 商業系 工業系

316.1 0.0 316.1 163.5 34.6 118.0 2.5
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出典：碧南市地震ハザードマップ 

図5-30 津波最大浸水深分布図 
    （理論上最大想定モデル） 

出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ            出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ 

図5-31 洪水浸水深分布図         図5-32 高潮浸水深分布図 

（想定最大規模降雨）              （想定最大ケース）
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３）地域のまちづくり構想 

将来目標 

まちづくりの基本方針 

▶ 碧南中央駅周辺は、本市の中心核として、公共交通の利便性と市役所をはじめ

とする主要な公共施設の集積を活かし、多様な商業・業務機能の立地を進め、

魅力とにぎわいのある都市環境の形成を図ります。 

▶ 地域が持つ高い利便性を活かし、低・未利用地の開発を促進し、若い世代にも

魅力が感じられる居住環境の形成を図ります。 

分野別方針 

ａ.土地利用の方針 

① 碧南中央駅周辺は、本市の中心核とし

て、商業機能のほか、官公庁施設等の

業務機能や市民が集う等の多機能を有

するまちづくりを推進します。 

② 碧南中央駅周辺の住宅地は、駅に近接

した利便性の高い地区であることを踏

まえて、狭あい道路(*)の拡幅、地区計画
(*)等の活用等により、良好な住宅地の形

成を促進します。 

③ （都）名古屋碧南線、（都）碧南高浜

線、（都）安城碧南線、（都）吉浜棚 

尾線、（都）西尾新川港線及び（都）碧南西尾線の沿線は、沿道サービス施設(*)

の立地を促進します。 

④ 地域北部や西部の地場産業が多く立地している地区は、その産業活動等を脅

かすことのないよう居住環境との共生を推進します。 

⑤ 衣浦港臨海部は、工業・物流用地としての効率的な土地利用を推進します。 

ｂ.交通施設の方針 

① （都）衣浦豊田線は、衣浦港臨海部の生産・流通ゾーンの重要な物流道路と

して、早期の４車線化を促進します。 

② （都）名古屋碧南線は、交通安全対策として、各交差点の改良を進めながら、

未整備区間の整備を促進します。 

③ （都）大道平七線は、未整備となっている名鉄三河線の立体交差部の整備を

推進します。 

中心核としての商業・業務機能を有した都市環境の形成とともに 

利便性の高い住宅地として魅力あるまちづくり

碧南中央駅周辺の商業地 
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④ 地域の主要な区画道路は、高齢者や障害者の利用に配慮しつつ、歩行者の安

全確保や防災機能の向上を図るため、地域住民との協議を進めながら、必要と

なる路線の整備を推進します。 

⑤ 碧南中央駅と主要な施設を結ぶ幹線道路を中心にユニバーサルデザイン(*)に

よる歩行空間の整備を推進します。 

⑥ 無電柱化推進計画に基づき、（都）碧南高浜線をはじめ碧南中央駅周辺の幹

線道路の無電柱化を推進します。 

ｃ.公園・緑地の方針 

① 新川の河川空間と旧海岸線の公有水面(*)及び（都）安城碧南線の道路空間を

活用し、水と緑のネットワークの形成を図ります。 

② 街区公園(*)は、地域の公園緑地の整備状況と配置を考慮し、計画的な整備を

推進します。 

③ 熊野神社や神明社等の社寺林は、生活に身近な緑として、その保全を促進し

ます。 

④ 衣浦臨海工業地帯と市街地との緩衝的な役割を果たしている緩衝緑地は保全

をします。 

⑤ 都市緑地の保全と活用を図ります。 

ｄ.河川・下水道の方針 

① 新川は、適切な維持管理を促進すると

ともに、市街地の中で貴重なオープン

スペース(*)であり、河川が持つ水と緑の

空間を有効に利用した、潤いのある空

間づくりを推進します。 

② 公共下水道が未整備となっている区

域の整備を推進します。 

③ 新川は、高潮や津波への対策として、

新川排水機場の整備とともに、水門、

樋門、護岸について耐震化及び老朽化

に対応するための改修を促進します。 

ｅ.港湾の方針 

① 旧海岸線の公有水面(*)は、公共下水道への接続を促進し、水質浄化を図ると

ともに水辺環境の改善を推進します。 

② 衣浦港に面する須磨海岸緑地、新川港緑地は、適切な維持管理を行い、潤い

のある空間づくりを推進します。 

新川沿いの遊歩道 
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ｆ.自然環境の保全及び都市環境形成の方針 

① 新川は、自然と身近にふれあえる水辺空間の創出を図ります。 

② 碧南中央駅周辺において、地域住民や事業者との協働により、駅を中心とし

た賑わいと活力ある地域づくりに向けて検討を進めます。 

③ 新たに整備する幹線道路は、街路樹等街並みの緑化とその適切な維持管理に

努め、良好な道路環境の形成を図ります。 

ｇ.都市景観形成の方針 

① 碧南中央駅周辺は、本市の中心核とし

てふさわしい魅力的な都市景観の形成

を推進します。 

② 市役所等の公共施設が集中している

地区は、緑の確保や建築物等に関する

規制・誘導等を推進します。 

③ 旧海岸線沿いの「松並木」等の地域の

特色ある景観資源の保全を図ります。 

ｈ.防災施設整備の方針 

① （都）碧南高浜線等の緊急輸送道路(*)は、災害時の避難路の確保に向けて、

沿道建築物の耐震化を促進します。 

② 旧海岸線及び新川周辺の急傾斜地は、地震、降雨による土砂災害を未然に防

止する対策を検討します。 

③ 大規模災害時に甚大な被害が想定される市街地や既成集落地と医療機関等を

結ぶ経路の確保に取組みます。 

旧海岸線沿いの松並木 
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図5-33 中央地域のまちづくり方針図
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（５） 大浜北部・棚尾地域のまちづくり構想

１）地域の概況 

本地域は、市域中央部の南寄りに位置しており、全市

面積の約13.8%を占めています。地域の東部は矢作川に、

西部は衣浦港にそれぞれ面しています。 

地域の大半が市街化区域(*)で、土地区画整理事業(*)が

実施された地区を除き、住宅と工場が混在する地区が広

く分布しています。また西部の衣浦港一帯は工業地が広

がっています。 

地域中央部に名鉄三河線の碧南駅が設置されており、駅を中心とした生活利便

性の高い集約型の市街地の形成が求められています。また、旧市街地では伝統的

な産業や路地等の古くからの景観資源が多く残されており、これらを活かした地

域活性化が求められます。 

２）地域の現状と課題 

人口推移 

・2013（平成25）年から2018（平成30）年の人口増減をみると、全市平均が0.8％

増加しているのに対し、本地域は0.4％の減少となっています。地域東部等一

部の地区で人口増加がみられる一方、中央部や南部を中心に多くの地区で人口

が減少しています。 

・2018（平成30）年における本地域の高齢化率は25.0％で、全市平均（23.2％）

を若干上回っています。特に、碧南駅周辺等で30％を超える地区が散見される

ほか、一部で35％を超えています。 

表5-9 人口状況（出典：住民基本台帳・各年3月末現在）

地域人口（人） 人口増加率（H25→H30） 高齢化率（H30） 

2013(H25)年 2018(H30)年 本地域 市平均 本地域 市平均 

12,642 12,587 -0.4% 0.8% 25.0% 23.2%

図5-35 地区別高齢化率（出典：住民基本台帳）図5-34 地区別人口増減率（出典：住民基本台帳）

※「人口なし」は工業専用地域及び人口（Ｈ30）10人未満の地区を含む。
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土地利用・市街地整備 

・碧南駅の西側や棚尾地区の一部に商業系の用途地域(*)が指定されるほか、広範

囲にわたり工業系の用途地域(*)が指定されています。また、土地区画整理事業
(*)実施区域等において住居系の用途地域(*)が指定されていますが、そのなかに

は農地が多く残る地区もみられます。 

・市街地整備として、平七地区、雨池地区等で土地区画整理事業(*)が実施済とな

っていますが、それ以外の大半の地区は面的整備が行われていません。 

都市施設 

・都市計画道路(*)は衣浦岡崎線、衣浦豊田線等の10路線がありますが、そのうち

碧南駅前線の全区間、及び名古屋碧南線等４路線の一部区間において未整備と

なっています。 

・都市公園(*)は、市中央部の水と緑の拠点となる臨海公園が整備されているほか、

住民の身近な公園として碧南レールパークや若宮公園等の７ヶ所が整備され

ています。住民1人あたりの都市公園(*)面積は12.7㎡/人で、全市平均（6.0㎡/

人）に比べ高い水準となっています。 

防 災 

・矢作川周辺の低地部や大浜漁港周辺等一部で津波・高潮や洪水による浸水の恐

れがあります。 

図5-36 用途地域等指定状況図 図5-37 都市施設整備状況図 

表5-10 主要な面積規模（単位：ha）

地域面積
生産緑地
地区 

市街化 
調整区域

市街化 
区域 住居系 商業系 工業系

494.4 90.0 404.4 69.5 62.4 272.4 4.1
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出典：碧南市地震ハザードマップ 

図5-38 津波最大浸水深分布図 
    （理論上最大想定モデル） 

出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ            出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ 

図5-39 洪水浸水深分布図         図5-40 高潮浸水深分布図 

（想定最大規模降雨）              （想定最大ケース）
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３）地域のまちづくり構想 

将来目標 

まちづくりの基本方針 

▶ 碧南駅周辺のまちなか居住を誘導し、公共交通の利便性を活かした魅力ある土

地利用を進め、暮らしの安全・安心を確保した賑わいのある都市環境の形成を

図ります。 

▶ 伝統的な産業、寺社等の歴史・文化資源や路地等の地域資源を活かし、歩いて

暮らせるまちづくりを推進し地域の魅力を高め、地域内外の多様な交流を促進

します。 

分野別方針 

ａ.土地利用の方針 

① 碧南駅周辺は、未整備となっている都市計画道路(*)の整備に合わせて、商業

系用途地域(*)の拡大を検討する等、地域の活性化を図ります。 

② （都）名古屋碧南線、（都）碧南高浜線、（都）大浜今川線、（都）米津碧

南線及び（都）衣浦岡崎線の沿線は、沿道サービス施設(*)の立地を促進します。 

③ 市街化区域(*)内に未利用地が多く散在する地域東部は、住宅建築の誘導を図

ります。 

④ 地域西部の地場産業が多く立地している地区は、その産業活動等を脅かすこ

とのないよう居住環境との共生を推進します。 

⑤ 地域中央の準工業地域(*)において、住宅地としての利用の割合が高い地区は、

住居系用途地域(*)への変更を検討します。 

⑥ （都）大浜今川線の沿線及び大浜漁港周辺の商業系用途地域(*)において、商

業地としての割合が低い地区は、住居系用途地域(*)への変更を検討します。 

⑦ 衣浦港臨海部は、工業・物流用地としての効率的な土地利用を推進します。 

⑧ 矢作川に面した農地は、生産機能、都市環境及び景観機能を有する農地とし

て保全を推進します。 

ｂ.交通施設の方針 

① （都）衣浦豊田線は、衣浦港臨海部の生産・流通ゾーンの重要な物流道路と

して、早期の４車線化を促進します。 

② 西三河都市計画区域(*)の区域拠点となる岡崎市とのアクセスを強化するた

め、関係市町と連携し、矢作川堤防リフレッシュ道路の整備を推進します。 

③ （都）名古屋碧南線は、交通安全対策として、各交差点の改良を進めながら、

未整備区間の整備を促進します。 

碧南駅を中心とした便利で快適に暮らせる市街地の形成とともに 

歴史や文化を活かした多様な交流を促進するまちづくり 
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④ （都）大浜今川線は、（都）名古屋碧南線まで延伸を検討します。 

⑤ （都）大道平七線は、未整備となっている名鉄三河線の立体交差部の整備を

推進します。 

⑥ （都）碧南駅前線及び碧南駅西駅前広場は、駅へのアクセス強化と安全な歩

行空間を確保するため整備を推進します。 

⑦ 地域の主要な区画道路は、高齢者や障

害者の利用に配慮しつつ、歩行者の安

全確保や防災機能の向上を図るため、

地域住民との協議を進めながら、必要

となる路線の整備を推進します。 

⑧ 碧南駅と主要な施設を結ぶ幹線道路

を中心にユニバーサルデザイン(*)によ

る歩行空間の整備を推進します。 

⑨ 無電柱化推進計画に基づき、（都）碧

南駅前線をはじめ碧南駅周辺の幹線道

路の無電柱化を推進します。 

ｃ.公園・緑地の方針 

① 碧南レールパーク等の公園緑地と矢

作川、堀川等の河川空間、旧海岸線の

公有水面(*)及び（都）衣浦岡崎線の道路

空間を活用し、水と緑のネットワーク

の形成を図ります。 

② 八柱神社等の社寺林は、生活に身近な

緑として、その保全を促進します。 

③ 碧南市臨海公園は、子どもから高齢者

まで幅広く利用できるよう、利用者の

ニーズを把握しつつ、適正な維持・改

善を推進します。 

④ 碧南レールパークを活用し、碧南駅と

矢作川を結ぶ公園緑地として連続し

た、歩行者等の動線の確保を推進しま

す。 

⑤ 衣浦臨海工業地帯と市街地との緩衝

的な役割を果たしている緩衝緑地は保

全をします。 

⑥ 都市緑地の保全と活用を図ります。 

碧南レールパーク 

（都）碧南駅前線 

碧南市臨海公園 
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ｄ.河川・下水道の方針 

① 矢作川河川敷の有効利用や遊歩道等の整備に向けて、関係機関との協議を進

め、矢作川堤防リフレッシュ事業を推進します。 

② 蜆川は、下流部における水門、堤防の耐震化及び上流域の堤防改修を促進し

ます。 

③ 蜆川流域の浸水対策として、雨水貯留施設等の総合的な治水対策を推進しま

す。 

④ （都）名古屋碧南線の整備と合わせ、公共下水道の整備を推進します。 

⑤ 堀川をはじめ地域の河川の適切な維持管理を促進します。 

ｅ.港湾の方針 

① 旧海岸線の公有水面(*)は、公共下水道

の整備と水辺環境の改善を推進し、水

質浄化を図ります。 

② 大浜漁港の適切な維持管理や改良を

促進します。 

ｆ.自然環境の保全及び都市環境形成の方針 

① 矢作川、蜆川及び堀川は、自然と身近

にふれあえる水辺空間の創出を図りま

す。 

② 碧南駅周辺において、地域住民や事業

者との協働により、駅を中心とした賑

わいと活力ある地域づくりに向けて検

討を進めます。 

③ 新たに整備する幹線道路は、街路樹等

街並みの緑化とその適切な維持管理に

努め、良好な道路環境の形成を図りま

す。 

大浜漁港 

堀川 
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ｇ.都市景観形成の方針 

① 地域に点在する社寺や醸造蔵等の地

域の特色ある景観資源の保全と活用を

図ります。 

② 「祭り」と「山車」の風景は、その視

点場の設置を検討し、見せる景観の創

出に努めます。 

③ 景観法を適用する等、地域住民ととも

にてらまちの景観に配慮した整備を進

めます。 

④ 碧南駅周辺は、神社仏閣等、趣のある

建築物と路地の風情ある景色を、まち

の財産として保全するとともに、これ

らを活かした景色作りを推進します。 

⑤ 市街地を流れている堀川は、水と親しめる場づくりと景観づくりを推進しま

す。 

ｈ.防災施設整備の方針 

① （都）碧南高浜線等の緊急輸送道路(*)は、災害時の避難路の確保に向けて、

沿道建物の耐震化を促進します。 

② 碧南駅周辺等の密集市街地(*)は、地域住民とともに建替えによる不燃化や狭

あい道路(*)の拡幅等の防災機能の向上に向けた取組を推進します。 

③ 大規模災害時に甚大な被害が想定される市街地や既成集落地と医療機関等を

結ぶ経路の確保に取組みます。 

西方寺 
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図5-41 大浜北部・棚尾地域のまちづくり方針図 
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（６） 大浜南部地域のまちづくり構想

１）地域の概況 

本地域は、市域南部に位置しており、全市面積の約

32.3%を占めています。地域の広範囲にわたり農地が

広がり、東部は矢作川に、西部及び南部は衣浦港にそ

れぞれ面しています。 

市街化区域(*)は住宅地が主体で、土地区画整理事業
(*)による良好な市街地が形成されています。また西部

の衣浦港一帯は工業地が広がっています。 

矢作川と衣浦港に囲まれた地域のため、広い範囲で水害の恐れがあることから、

防災性の強化が求められます。一方、市街化区域(*)の周辺に広がる農地や、矢作

川の自然的環境は、やすらぎのある住環境を支える地域資源として保全・活用が

求められます。 

２）地域の現状と課題 

人口推移 

・2013（平成25）年から2018（平成30）年の人口増減をみると、本地域は3.5％

増加しており、全市平均（0.8％）と比べ増加率が大幅に高い状況です。市街

化区域(*)では、北部等一部の地区で人口減少がみられる一方、土地区画整理事

業(*)実施区域等で人口が増加しています。 

・2018（平成30）年における本地域の高齢化率は19.5％で、全市平均（23.2％）

を大きく下回っています。 

表5-11 人口状況（出典：住民基本台帳・各年3月末現在）

地域人口（人） 人口増加率（％） 高齢化率（％） 

2013(H25)年 2018(H30)年 本地域 市平均 本地域 市平均 

7,613 7,880 3.5% 0.8% 19.5% 23.2%

図5-42 地区別人口増減率（出典：住民基本台帳） 図5-43 地区別高齢化率（出典：住民基本台帳）
※「人口なし」は工業専用地域及び人口（Ｈ30）10人未満の地区を含む。
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土地利用・市街地整備 

・市街化区域(*)のうち、衣浦港一帯には工業系の用途地域(*)が指定されています。

また住居系の用途地域(*)が指定された地区では、下山地区、権田地区等の広範

囲にわたり土地区画整理事業(*)が実施され、その多くが住居専用地域(*)に指定

されています。 

・住居専用地域(*)が指定された地区では、農地が多く残っています。 

・現在、伊勢地区において土地区画整理事業(*)が実施されています。 

都市施設 

・都市計画道路(*)は衣浦岡崎線、衣浦豊田線等の５路線があり、すべて整備済と

なっています。 

・都市公園(*)は、衣浦港沿岸に港南緑地等の３ヶ所が整備されているほか、住民

の身近な公園として岬公園、一ツ橋公園等の12ヶ所が整備されています。住民

1人あたりの都市公園(*)面積は9.7㎡/人で、全市平均（6.0㎡/人）に比べ高い

水準となっています。 

・中央ふ頭東地区には、衣浦港湾会館や港湾スポーツセンターを始めとするスポ

ーツ施設やボードウォーク等の親水施設が充実しており、衣浦港の賑わいの拠

点となっています。 

防 災 

・矢作川周辺をはじめ、地域の広範囲において津波・高潮や洪水による浸水の恐

れがあります。 

図5-44 用途地域等指定状況図 図5-45 都市施設整備状況図 

表5-12 主要な面積規模（単位：ha）

地域面積
生産緑地
地区 

市街化 
調整区域

市街化 
区域 住居系 商業系 工業系

1,158.4 563.5 594.9 142.4 0.9 451.6 7.5
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出典：碧南市地震ハザードマップ 

図5-46 津波最大浸水深分布図 
    （理論上最大想定モデル） 

出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ            出典：碧南市洪水・高潮ハザードマップ 

図5-47 洪水浸水深分布図         図5-48 高潮浸水深分布図 

（想定最大規模降雨）              （想定最大ケース）
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３）地域のまちづくり構想 

将来目標 

まちづくりの基本方針 

▶ 土地区画整理事業(*)による都市基盤の整った環境や、矢作川や蜆川に面して広

がる農地等の豊かな自然環境を保全するとともに、狭あい道路(*)の拡幅等の市

街地整備を推進し、ゆとりある良好な居住環境の形成を図ります。 

▶ 大規模災害時における円滑な避難に配慮した安全で快適な居住環境の形成を

図ります。 

▶ 衣浦ポートアイランドの土地利用とそのアクセス道路の整備を促進し、産業の

さらなる活性化を図ります。 

分野別方針 

ａ.土地利用の方針 

①碧南伊勢土地区画整理事業(*)を推進し、

良好な住宅地整備を図ります。 

②碧南伊勢土地区画整理事業(*)区域周辺

は、地域拠点エリア※として、周辺住宅

地の日常生活の利便性の向上のため、

日常生活サービス施設(*)の集積を促進

します。 

③ （都）衣浦岡崎線の沿線は、沿道サー

ビス施設(*)の立地を促進します。 

④ 地域北部の地場産業が多く立地して

いる地区は、その産業活動等を脅かす

ことのないよう居住環境との共生を推

進します。 

⑤ 衣浦港臨海部は、名浜道路等の主要幹

線道路を活かした新たな産業地の確保

を検討します。 

⑥ 地域南部に広がる農地は、生産機能、

都市環境及び景観機能を有する農地と

して保全を推進するとともに、既存集

落地の環境改善を図ります。 

※地域拠点エリア…地域コミュニティの中心となる主要な道路の周辺において、地域密着型の身近な日常生活サービ

ス施設の集積を図るエリア。〔⇒第３章-４「将来の都市構造」参照〕

基盤整備が充実したゆとりある住環境の形成とともに 

農業や海への広がりを享受する魅力あるまちづくり

碧南伊勢土地区画整理事業区域 

（地域拠点エリア） 

衣浦港２号地地区の工業用地 
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⑦ 衣浦港臨海部は、工業・物流用地としての効率的な土地利用を推進します。 

ｂ.交通施設の方針 

① 本市と中部国際空港や三河港を結ぶ地域高規格道路(*)「名浜道路」の早期事

業化を促進します。 

② 名浜道路とともに、（都）衣浦豊田線の延伸及び矢作川堤防リフレッシュ道

路の整備を推進します。 

③ 川口地区と市街地を結ぶ幹線道路として（都）玉津浦線の延伸を検討します。 

④ （市）権現線は、補助幹線道路に位置づけ、地域の骨格となる路線として２

期計画の整備を推進します。 

⑤ 地域の主要な区画道路は、高齢者や障害者の利用に配慮しつつ、歩行者の安

全確保や防災機能の向上を図るため、地域住民との協議を進めながら、必要と

なる路線の整備を推進します。 

ｃ.公園・緑地の方針 

① 碧南緑地はスポーツ・レクリエーション活動の拠点として、再整備を促進し

ます。 

② 伊勢町公園等の公園緑地と矢作川、蜆川の河川空間、旧海岸線の公有水面(*)

及び（都）衣浦岡崎線の道路空間を活用し、水と緑のネットワークの形成を図

ります。 

③ 近隣公園(*)は、碧南伊勢土地区画整理事業(*)により伊勢町公園の整備を推進し

ます。 

④ 前浜緑地の松林、大浜熊野大神社等の社寺林等は、生活に身近な緑として、

その保全を促進します。 

⑤ 衣浦臨海工業地帯と市街地との緩衝的な役割を果たしている緩衝緑地は保全

をします。 

⑥ 都市緑地の保全と活用を図ります。 

ｄ.河川・下水道の方針 

① 矢作川河川敷の有効利用や遊歩道等

の整備に向けて、関係機関との協議を

進め、矢作川堤防リフレッシュ事業を

推進します。 

② 蜆川は、市街地に隣接する貴重なオー

プンスペース(*)であり、親水(*)施設の整

備を図ります。 

③ 蜆川をはじめ地域の河川の適切な維

持管理を促進します。 

蜆川 
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④ 蜆川は、右岸堤防の耐震化を促進するとともに、漁港施設の整備を図ります。 

⑤ 公共下水道及び排水ポンプ場を整備し、浸水対策を推進します。 

⑥ 碧南伊勢土地区画整備事業の進捗に合わせ、公共下水道の整備を推進します。 

ｅ.港湾の方針 

① 大浜漁港の適切な維持管理や改良を促進します。 

② 衣浦港外港地区の埋立てを促進するとともに、耐震強化岸壁及び臨港道路知

多西三河線の整備を促進します。 

③ 衣浦港中央ふ頭東地区は、みなとの賑わいの拠点として整備を促進します。 

ｆ.自然環境の保全及び都市環境形成の方針 

① 矢作川や蜆川は、自然と身近にふれあえる水辺空間の創出を図ります。 

② 新たに整備する幹線道路は、街路樹等街並みの緑化とその適切な維持管理に

努め、良好な道路環境の形成を図ります。 

ｇ.都市景観形成の方針 

① 衣浦港臨海部は、港湾計画(*)に基づく

緑地の創出や沿岸部の親水(*)化により

海辺の景観の向上を図ります。 

② 前浜緑地の「松並木」や地域に点在す

る社寺等の地域の特色ある景観資源の

保全を図ります。 

ｈ.防災施設整備の方針 

① 地域北部の密集市街地(*)は、地域住民とともに建替えによる不燃化や狭あい

道路(*)の拡幅等の防災機能向上に向けた取組を推進します。 

② 大規模災害時に甚大な被害が想定される市街地や既成集落地と医療機関等を

結ぶ経路の確保に取組みます。 

③ 地域の多くが津波、高潮時の浸水区域となっているため、安全に避難できる

よう主要な区画道路の整備を推進します。 

④ 川口町において防災拠点の整備を促進するとともに、その有効活用について

検討します。 

ボードウォーク 
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図5-49 大浜南部地域のまちづくり方針図 


