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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

愛知県東海市環境経済部商工労政課産業振興推進担当 　片岡　靖博

東海市の認定中心市街地活性化基本計画
について

 １．はじめに
東海市は、日本列島のほぼ中央部に位置する知多半島

の西北端にあり、北は天白川をはさんで名古屋市と隣接

していて、市域は東西 8.06㎞、南北 10.97㎞、面積 43.36

㎞である。

本市には、新東名高速道路と新名神高速道路を結ぶ伊

勢湾岸自動車道のインターチェンジがあり、近隣には、

名古屋港、中部国際空港もあることから本市は、陸海空

の交通の要衝としてのポテンシャルの高い地域となって

いる。

また、中部国際空港に乗り入れている名鉄常滑線と、

知多半島を縦断する名鉄河和線の分岐駅である名鉄太田

川駅は、名古屋駅や中部国際空港駅まで約 20 分という距

離にあり、市民の足としての利便性も非常に高い地域で

ある。

 ２．中心市街地の形成と衰退
（１）中心市街地の形成

東海市の中心市街地は、大田地区の名鉄太田川駅を中

心としたエリアであるが、その歴史は比較的新しい。

大田地区が本市の中心市街地として発展した背景に

は、明治 45 年の鉄道敷設により太田川駅が開業し、本市

の最大の交通結節点となったことが大きい。

この太田川駅の開業により名古屋圏や知多半島南部

との通勤・通学などのため、居住者以外にこのまちに訪

れる人が多くなり、まちの様相を変化させ始めた。

また、昭和 36 年の愛知用水の完成は、知多半島の農

業を飛躍的に近代農業へと進展させたとともに、工業用

水としても利用されることになり、昭和 30 年代に鉄鋼関

係の大企業が臨海部に進出し、中部圏最大の鉄鋼基地へ

と発展した。このことは、交通至便である大田地区に全

国各地からの急激な人口流入を生みだした。

こうしたなか、商業活動においても昭和 46 年には、こ

れまでなかった大規模小売店舗（ユニー大田川店）が開

業し、ここを核として商業個店が集積して活況を見るよ

うになり、このことは本市域のみならず周辺地域の買い

物客の流れを大きく変え、居住人口、商業活動ともに本

市の中心市街地へと形成された。

（２）中心市街地の衰退

名鉄太田川駅を中心として発展してきた本市の中心

市街地は、昭和 30 年代からの高度経済成長の波にのり、

急激に発展をしてきた。

しかし、この時期の人口増加は急激でありすぎたた

め、中心市街地の整備が追いつかず、急増する人口の収

容を郊外に求めるようになった。こうした急激な人口流

入を受け入れた郊外市街地は車での生活に便利であった

ため、近年のモータリゼーションの進展による、人口の

郊外流出に拍車をかけることとなり、市街地のスプロー

ル化、中心市街地の空洞化を生むこととなった。

 ３． 中心市街地の活性化に向け
た東海市の取組み

東海市は、これまで中心市街地の衰退に歯止めをかけ

るため、市の都市拠点としての「東海市の玄関口・顔づ

くり」を目標に掲げ、平成の始めから都市基盤整備を進

めてきた。

土地区画整理事業説明会	昭和 63 年
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この取組みは、土地区画整理事業などの、いわゆる

スクラップアンドビルドによるまちの再生を図るもので

あったため、事業による家屋移転等は、一時的な居住者の

減少や商業活動の衰退を招く危険を伴うものであった。

しかし、市は太田川駅周辺を将来にわたり中心市街地と

して機能させるには、根本的なまちの再形成が必要と考

え、こうした手法による中心市街地の再生に着手した。

こうして平成４年から始まった土地区画整理事業は中

心市街地の衰退の一時的な要因になったものの、事業着

手から 18 年経過した現在、事業進捗率は 78％となり、事

業完了区域は居住者の増加が見られるようになった。さ

らに土地区画整理事業とともに始めた、新駅舎の建設を

含めた鉄道の連続立体交差事業も平成 23 年には高架化

し、新駅も完成する時期を迎え、ようやく市の目指した中

心市街地としてのまちの骨格が姿を現そうとしている。

工事が進む連立立体交差事業（H22.11）

 ４． 中心市街地活性化の課題・
目標

東海市における中心市街地の活性化やまちのにぎわ

いとは、中心市街地に多くの人が住み（居住者）、多くの

人が訪れること（来街者）により生まれるものと捉え、　

こうした人々が相互に交流することが、商業活動や文化

活動の活性化にも繋がっていくものと考えている。よっ

て、人々が互いに交流できるまちづくりを目指すことを

中心市街地活性化のコンセプトとした。

★中心市街地活性化のコンセプト

�　「人と人をつなぎ、交流から生みだす
��　　　　　　　　　にぎわい溢れるまちづくり」

中心市街地の現状や市民の意向等を踏まえ、活性化に向

けた課題と基本的方針を整理し、２つの目標を設定した。

◎中心市街地の課題

�

成果指標１ 中心市街地の居住人口の増加 

成果指標２ 歩行者・自転車通行量の増加 

向けた課題と基本的方針を整理し、２つの目標を設定し

た。 

◎中心市街地の課題 
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◎成果指標 

  

 

目標１「街なか居住の推進」の成果を確認するために、

中心市街地エリアの居住人口の増加を指標とした。 

 中心市街地エリアの居住人口は、平成22年４月現在で、

3,265 人であるが、平成７年からの人口推移から近似曲

線を用いて予測すると平成28年には約 3,020 人まで減少

すると予測される。 

 活性化事業に取り組むことにより、この人口減少を止

め、平成28年には 3,400 人とすることを目標とした。 

 

 

 目標２「来街者の回遊性の拡大」の成果を確認するた

めに、中心市街地エリア内で、線路を横断する歩行者・

自転車通行量の増加を指標とした。 

 駅周辺に商業施設・公共施設を集積し、まちを分断し

ていた線路を高架化することにより中心市街地エリアで

の人の回遊性を向上させる。 

平成22年での線路を横断した歩行者・自転車は 1,174

人であったものを平成28年には 1,470 人とすることを目

標とした。 

 

５活性化に向けた主な事業 

◎東海太田川駅周辺土地区画整理事業 

 太田川駅周辺の

64.3haを対象として平

成４年の事業計画決定

から事業を進めており、

現在 ( 平成22年度末 )

には事業進捗率は約

78％となっている。 

 この事業により安全で便利な道路整備を行うとともに、

駅前広場や広幅員歩行者専用道路 (50 ｍ歩道等 ) を整備

し、住みよい快適な都市基盤整備を行う。 

 

◎連続立体交差事業 

 太田川駅及び鉄道を高架化し、鉄道踏切による交通の

遮断や地域の分断等の問題を解決するため、連続立体交

差事業を平

成10年より

進めている。 

 高架線の

運用開始は

平成23年を

予定してお

り、約 2.7km が高架となり６箇所の踏切が徐却される。 

 このことにより、安全で円滑な交通、地域の連続性を

確保し、中心市街地への交流人口の拡大を図るものであ

る。 

 

◎市街地再開発事業・文化施設整備 

 都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業として

再開発ビルの整

備を進める。 

 この再開発ビ

ルには、分譲マ

ンションや商業

施設の他、公共

施設として、文

化ホールや参

加・体験、創造支援型の施設などを整備し、文化活動を

通した“にぎわい拠点”となることを目指している。 

 

◎50ｍ歩道の整備 

 太田川駅改札口を出てすぐ東へ幅50ｍ、長さ約 200 ｍ

の歩道を整備する。 

 ここは、本

市の顔となる

中心市街地に、

様々な人々が

集える場、ま

た憩いの場と

しての空間を

形成するもので、具体的には、地域のコミュニティの形

成を図る場としてのお祭り、イルミネーション、さらに

は市内他地区で行われるイベントのサテライト会場とし

ての活用を予定している。 

 

◎駅西地区 大規模小売店舗誘致 

居住者や来街者の増加
を図るため、住環境、
交通環境の整備が必要

衰退した商業活動の活性
化のため、消費者・商業
者にとって魅力ある商業
環境の整備が必要  

東海市の顔・玄関口と
して、文化や様々な情
報を発信していく環境
の整備が必要  

基本的方針１  
 
安全・安心で快適なま
ちづくり 

基本的方針２
 
商業の活性化による魅力
あるまちづくり 

基本的方針３
 
地域の顔としての役割
をもつまちづくり 

住みたくなるまちをつくる 訪れたくなるまちをつくる

目 標 １ 

街なか居住の推進 

～ 住 み た く な る ま ち づ く り ～

目標２ 

来街者の回遊性の拡大 

～訪れたくな るまちづ くり ～
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◎成果指標

成果指標１　中心市街地の居住人口の増加
目標１「街なか居住の推進」の成果を確認するために、

中心市街地エリアの居住人口の増加を指標とした。

中心市街地エリアの居住人口は、平成 22 年４月現在

で、3,265 人であるが、平成７年からの人口推移から近似

曲線を用いて予測すると平成 28年には約 3,020 人まで減

少すると予測される。

活性化事業に取り組むことにより、この人口減少を止

め、平成 28 年には 3,400 人とすることを目標とした。

成果指標２　歩行者・自転車通行量の増加
目標２「来街者の回遊性の拡大」の成果を確認するた

めに、中心市街地エリア内で、線路を横断する歩行者・

自転車通行量の増加を指標とした。

駅周辺に商業施設・公共施設を集積し、まちを分断し

ていた線路を高架化することにより中心市街地エリアで

の人の回遊性を向上させる。

平成 22 年での線路を横断した歩行者・自転車は 1,174

人であったものを平成 28年には 1,470 人とすることを目

標とした。

 ５．活性化に向けた主な事業
◎東海太田川駅周辺土地区画整理事業

太田川駅周辺の 64.3ha を対象として平成４年の事業

計画決定から事業を進めており、現在（平成 22 年度末）

には事業進捗率は約 78％となっている。

この事業により安全で便利な道路整備を行うととも

に、駅前広場や広幅員歩行者専用道路（50 ｍ歩道等）を

整備し、住みよい快適な都市基盤整備を行う。
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◎連続立体交差事業

太田川駅及び鉄道を高架化し、鉄道踏切による交通の

遮断や地域の分断等の問題を解決するため、連続立体交

差事業を平成 10 年より進めている。

高架線の運用開始は平成 23 年を予定しており、約

2.7km が高架となり６箇所の踏切が徐却される。

このことにより、安全で円滑な交通、地域の連続性を確

保し、中心市街地への交流人口の拡大を図るものである。

◎市街地再開発事業・文化施設整備

都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業とし

て再開発ビルの整備を進める。

この再開発ビルには、分譲マンションや商業施設の

他、公共施設として、文化ホールや参加・体験、創造支

援型の施設などを整備し、文化活動を通した“にぎわい

拠点”となることを目指している。

◎ 50ｍ歩道の整備

太田川駅改札口を出てすぐ東へ幅 50 ｍ、長さ約 200 ｍ

の歩道を整備する。

ここは、本市の顔となる中心市街地に、様々な人々

が集える場、また憩いの場としての空間を形成するもの

で、具体的には、地域のコミュニティの形成を図る場と

してのお祭り、イルミネーション、さらには市内他地区

で行われるイベントのサテライト会場としての活用を予

定している。

◎駅西地区　大規模小売店舗誘致

中心市街地の商業の核であったユニー大田川店は平

成 14 年に閉店したが、これは連続立体交差事業（鉄道高

架事業）の仮線路用地として使用するため閉店されたも

のであり、連続立体交差事業完了後、再びユニー所有地

に新たな店舗の建設が予定されている。

また、このユニー所有地に隣接して、土地区画整理事

業による名鉄所有となる大規模換地があり、大規模小売

店舗の建設が検討されている。

こうした駅西地区における大規模小売店舗の建設を

推進するため大規模小売店舗立地法の特例区域設定を進

めている。　

（かたおか　やすひろ）
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