
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

豊田市中心市街地活性化基本計画の概要
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 はじめに
豊田市は名古屋市の中心部から東方に約 25 km、

愛知県のほぼ中央部に位置し、県下最大の市域約
918.47 km2 と県下 2 番目の人口約 42 万人（平成 20
年 10 月 1 日現在）を有する中部圏における中核都
市のひとつです。市域は三河高原を形成する山間部
と三河平野につながる丘陵・平野部からなり、標高
3.2 m から 1,240 m に至る非常に変化に富んだ地形
となっています。市域のほぼ中央には矢作川が貫流
し、その後背地には豊かな水を育む広大な森林が広
がる自然に恵まれた都市です。

本市の前身である挙母町は明治から大正時代にか

けて養蚕・製糸業を中心に発展しましたが、昭和に
入り生糸の需要が落ち込むと町は衰退しました。そ
こで挙母町は再び繁栄を取り戻すため、まだ黎明期
であった自動車産業の積極的な誘致に取り組み、昭
和 13 年にトヨタ自動車工業株式会社（現・トヨタ自
動車株式会社）の誘致に成功しました。戦後になり
自動車産業が本格的に軌道に乗り始めると、本市は
市名を「豊田市」に変更し、自動車産業の発展にあ
わせて産業集積を図り、製造品出荷額等第 1 位を誇
るわが国を代表する産業拠点までに成長しました。

また、平成 17 年 4 月 1 日に藤岡町、小原村、足助
町、下山村、旭町、稲武町と合併し、現在の市域に
なっています。
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2．中心市街地の現状分析
（1）現況

名鉄三河線豊田市駅周辺は、豊田市の前身である
挙母町の中心部であり、大正 9 年の三河鉄道挙母駅

（現・名鉄三河線豊田市駅）の開業を契機に駅前通り
を中心に商店などが並び始め、商店街を形成してき
た地域です。

本市はこれまで当該地域を市の中心部として、市
街地再開発事業をはじめとする基盤整備などにより
都市機能及び行政機能の集約・集積を図ってきまし
た。その結果、現在の中心市街地には、大型小売店
舗を中核とする商業施設、美術館・コンサートホー
ル・能楽堂・産業文化センターや総合体育館といっ
た文化・スポーツ施設、国・県の機関をはじめ市役
所本庁・保健所、図書館といった公共施設などが集
積しています。またその周囲には、サッカースタジ
アム、福祉センター、文化会館などの公共施設が配
置されています。

（2）人口
中心市街地の人口は近年になり減少傾向に歯止め

がかかったものの、ピーク時（昭和 40 年代）の 3 分
の 2 程度に減少しています。また、中心市街地にお
ける高齢化率は、全市平均よりも高くなっています。

（3）商業
中心市街地の商店数は、ピーク時（平成 3 年）の 3

分の 2 程度まで減少し、空き店舗が増加しています。
年間商品販売額についても同様で、ピーク時（平成
3 年）の 3 分の 1 程度まで減少しています。

豊田市全市及び中心市街地人口の推移
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（4）歩行者通行量
名鉄豊田市駅西口・東口を含めた駅周辺の歩行者

通行量は、平成 3 年をピークに減少傾向にあります。
特に駅東口は西口に比べ停滞傾向が強い状況が続い
ています。
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（5）市民満足度
中心市街地活性化に対する市民の満足度及び重要

度は、平成 12 年及び平成 14 年の豊田そごう及び豊
田サティの相次ぐ撤退を契機に大きく変化していま
す。満足度については、平成 19 年度の調査において
改善が見られたものの、依然として低水準が続いて
います。

3．中心市街地活性化の必要性
前述した中心市街地の現状の課題を克服し、新た

な活性化施策を構築するためには、市民・商業者・
事業者など全市を挙げた取り組みが求められます。
そのためには、本市の都市づくりの基本的枠組みを
踏まえ、中心市街地活性化の必要性を明確にする必
要があると考え、以下の 4 点でまとめました。

（1）	広大な市域での効率的な都市経営を支えるた
めの将来都市構造「多核ネットワーク型都市構
造」の中核として、都市機能が集積された中心市
街地が必要です。

今後訪れる本格的な少子高齢化社会や人口減少社
会の中で、効率的な都市経営を行い、地域特性を活

かした活力ある地域づくりを進めていくためには、
選択と集中による都市基盤整備を進める必要があり
ます。第 7 次豊田市総合計画（平成 20 年～平成 29
年）では、将来の都市構造として「多核ネットワー
ク型都市構造」の確立をめざしています。

（2）	世界経済を牽引する企業が立地する「都市の
顔」としての中心市街地が必要です。

世界を代表する企業が立地する都市として、国際
化に対応した「都市の顔」となる中心市街地をめざ
す必要があります。

（3）	人口減少社会において都市活力となる人口を
確保するための利便性や機能性の高い魅力的な
中心市街地が必要です。

人口減少社会において都市の活力となる昼夜間人
口を確保するために、安全・安心・快適に暮らせる
魅力的な中心市街地をめざす必要があります。

（4）	環境や景観、バリアフリーなどに対応した質の
高い中心市街地が必要です。

CO2 削減に代表されるような環境負荷低減や景観
向上に取り組み、質の高い中心市街地をめざす必要
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があります。

4．中心市街地活性化の考え方
基本計画では、計画的に事業を推進するために長

期ビジョンとして中心市街地の 20 年後（平成 39 年
度）の将来像を定め、その将来像を実現するため 5
年間（平成 20 年度～平成 24 年度）の目標を設定し
ました。

○数値目標
目標1「活力」　歩行者通行量
　現状値【H19】25,788 人→目標値【H24】30,500 人

目標2「交通」　鉄道駅1日乗降客数
　現状値【H18】36,477 人→目標値【H24】45,300 人
目標3「環境」　エコシール年間受取枚数
　現状値【H17】40 万枚→目標値【H24】50 万枚

5．主な事業
基本計画には、民間・官民共働・官事業、合計で

67 の事業が位置づけられています。以下、主な事業
について紹介します。

（1）飲食店ストリート構築事業
名鉄豊田市駅南西に、空き店舗・遊休地・営業店

24

5 20 24
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舗の共同建替えにより、飲食店を中心とした店舗を
導入し、特色あるストリートを作ります。また、上
層階に集客施設又は集合住宅を整備します。

イメージ

（2）（仮）名鉄豊田市駅総合整備事業
豊田市の玄関口である名鉄豊田市駅について、耐

震補強、1 階商業フロアのテナントミックス等を行
うことで、鉄道駅としての利便性を向上し、来街者
が快適に利用できる環境を整備します。

現在の名鉄豊田市駅

認定区域（196 ha）
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（3）（仮）中央保健センター建設事業
豊田市役所東庁舎の建替えに合わせ、健診施設等

のリニューアルを行い、都市福利機能・保健サービ
スの充実を図ります。

完成イメージ

6．推進体制
中心市街地の活性化は、官民それぞれの役割・責

任のもと着実な実行が求められますが、一方では官
民の連携が不可欠であり、官民共働（※）の推進組
織が必要になります。

本市は、行政の「豊田市中心市街地活性化基本計
画推進委員会」、民間の「豊田市中心市街地活性化
協議会」のほかに、より計画の実効性を高めるため
にイギリスの TCM を参考とした「豊田シティセン
ターマネジメント（TCCM）」を設置し、活性化に取

り組んでいます。TCCM は、豊田商工会議所、豊田
まちづくり㈱、企業、行政などで構成しています。
※共働 ･･･ 市民と行政が共に働き、共に行動するこ

とでより良いまちをめざすこと

7．おわりに
本市の認定中活計画は、20 年後の将来像「緑の

環境都市軸（スタジアムアベニュー）の創造」に向
けた 5 年間（平成 20 年度～平成 24 年度）の計画で
す。旧中活計画が商業の活性化に重点を置いたのに
対し、認定中活計画は、都市福利や街なか居住、交
通などを含め多面的に取り組むこととしています。

本市は、「クルマの町」であり自動車依存率も高い
ことや環境に配慮することも中心市街地を活性化さ
せるために必要だと考え、「活力」という視点だけで
なく、「交通」「環境」を目標として定めました。

また、計画を着実に実行するためには、官民が共
働で進めていくという体制づくりも強化しました。
その結果、現在 TCCM は月 1 回の定例会議を開催
しており、官民の連携をより一層高めた事業展開を
進めています。

（すずき　たつよし）


