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①目的 

市有地 B 街区は、尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業において人が集い、ふれあい、賑わい

のあるまちを創出するため、地域交流センター用地及び多目的広場用地として平成 15 年度に購入

した土地です。それ以降、多目的広場につきましては、駅から北への景観や人などの動線に配慮し、

整備を進めました。地域交流センター用地につきましては、議論を重ねてまいりましたが、施設の

建設には至っておりません。そのため、現在は一帯を芝生広場として暫定整備しております。しか

し、この用地は JR 稲沢駅前に位置し、名古屋駅まで約 10 分という、稲沢市にとって非常に高い

ポテンシャルを持った貴重な財産です。このため、平成 28 年 3 月に策定した「稲沢市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」において、公共公益業務用地にこだわることなく、業務用用地としての活用

を図るなど、需要を見極めた上で活用方法を検討していくこととしました。 

 
②基本方針（案）とりまとめの流れ 

まず、「地域条件の整理」、「施設整備状況」及び「上位・関連計画」等の現状を把握しつつ、Ｊ

Ｒ稲沢駅と競合すると考えられる「名古屋市内主要駅周辺の施設立地の状況」や、わが国を取り巻

く少子・高齢化社会、大規模災害への備え等の「時代潮流」などの観点から検討を加えることで、

「導入機能の基本的考え方（コンセプト）」を整理しました。 

その後、Ｂ街区への進出の需要を見極めるために、様々な業種・業態の事業者等へのヒアリング

を経て、コンセプトに掲げる「地域交流・市民交流の拠点」を形成するために必要な機能を検討し、

基本方針（案）をとりまとめました。 
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Ⅰ．現状の整理

Ⅰ-１．地域条件の整理 

１．当該地区の法規制等 

【用途地域】 

○尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業における土地利用計画に従って良好な市街地環境が

形成され、機能的な都市活動が確保されるよう建築物を規制・誘導するために、当該地区は商

業地域の用途地域が定められています。（平成 16 年 3 月 9 日変更決定）

【地区計画】 

○地区計画とは、都市計画や建築基準法で定められている制限に加えて、地区の実情に応じた特

別な街づくりのルールを定めるものです。

○当該地区は、建築物等の適正誘導により、緑豊かな都市景観を備えた魅力的な都市拠点を形成

することを目標とする稲沢駅東地区計画の対象地区となっています。

表 1 土地利用の方針と制限 

○当該地区における土地利用の方針は、尾張西部の新しい都市拠点にふさわしい商業・業務施設

及び公共公益施設を配置することであり、主な建てられない建物として、住宅・共同住宅、自

動車教習所、倉庫等が定められています。

項目 

地区 
土地利用の方針 主な建てられない建物 

建物の敷地の 

最低限度 
壁面の位置の制限 

拠点地区（Ⅰ） 

駅前のにぎやかさと玄関口と

してのシンボル性を持った施

設を誘導する。 

・2 階以下が住宅に供するもの

・自動車教習所 ・倉庫 等 
500 ㎡ 敷地境界から 2m 

拠点地区（Ⅱ） 
人々が集まり、交流する拠点

施設を誘導する。 

・住宅、共同住宅

・自動車教習所 ・倉庫 等 
1,000 ㎡ 敷地境界から 2m 

拠点地区（Ⅲ） 
にぎやかさを演出する商業施

設を誘導する。 

・2 階以下が住宅に供するもの

・自動車教習所 ・倉庫 等 
1,000 ㎡ 敷地境界から 2m 

計画住宅地区 
緑豊かな住環境をもった都市

型住宅を誘導する。 

・戸建住宅 ・ホテル又は旅館

・工場 等 
2,000 ㎡ 敷地境界から 2m 

図 1 用途地域図

当該地区 

稲沢駅東地区計画 

告  示 

平成 11 年 8月 17 日 

告示番号 

稲沢市 告示第 64 号 

図 2 地区計画図 

当該地区 
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２．公益的施設の分布状況の把握 

【商業施設】 

○店舗面積 1 万㎡以上の大規模商業施設については、10 ㎞圏内において名鉄犬山線及び名鉄名

古屋線沿線に多く立地しています。また、リーフウォーク稲沢及び DCM カーマ 21 稲沢店が

当該街区近隣に立地しています。 

 

 

図 3 商業施設立地状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：2015 全国大型小売店総覧、ｉタウンページ 2017 年 6 月） 
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【文化・健康施設】 

○フィットネスクラブ・スポーツジムについては、市内に分散して立地していますが、多くは商

業施設に隣接、あるいは商業施設内に立地しています。 

○体育館・運動場については、市役所周辺にまとまって立地しています。 

○図書館・公民館、その他文化施設については、稲沢市図書館、総合文化センター等が稲沢市内

に分散して立地しています。 

図 4 文化・健康施設立地状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国土数値情報、ｉタウンページ 2017 年 6 月） 

 

 

 

 

○稲沢フィットネス・ロード 

ユニー（株）、UR 都市機構、

市の 3 者が協力して設置し

たウォーキングコースで、愛

知教育大学保健体育講座に

監修していただいたもの。 

当該地区 
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【医療・介護施設】 

○病床数 20 以上の入院施設をもつ医療施設については、稲沢市民病院が当該地区の南西約２ｋ

ｍの位置（名鉄名古屋本線沿線）に立地しているため、必要性は薄いと考えられます。 

○介護施設については、一宮市内や稲沢市内の県道春日井稲沢線沿線に多く立地しています。 

 

 

図 5 医療・介護施設立地状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省介護サービス情報公開システム 2017 年 6 月） 
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【学校・教育施設等】 

○大学・専門学校については、5 ㎞圏内において稲沢市内に 4 校、清須市内に 3 校、北名古屋

市内に１校立地しています。特に、看護・医療系や生活文化系の学科をもつ大学及び専門学校

が立地しています。なお、稲沢市内には、稲沢ならではの総合造園科をもつ一宮高等技術専門

校稲沢校舎が立地しています。 

 

図 6 学校・教育施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国土数値情報 2017 年 6 月） 
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Ⅰ-２．施設整備状況 

１．まちづくり方針 

○まちづくりのテーマである「生活拠点」「産業育成拠点」「交流拠点」「緑の活用」を踏まえ、

都市拠点として十分な機能を発揮できる土地利用を図ります。 

○駅前周辺のゾーンは、都市拠点として新しい顔にふさわしいシンボル性の演出を図るとともに、

魅力ある商業・業務・公共公益施設を配置します。 

 

 

図 大街区位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業の状況 

○本事業は、尾張西部地域における商業、業務、情報等、高次な都市活動の場と良好な居住空間

を備えた魅力ある新しい都市拠点の形成のため、道路、公園等の都市基盤整備と宅地の整備を

行うことによる都市機能の更新を目的とし、独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）により整備が

進められ、平成９年に事業着手しました。 

○平成 22 年５月に事業が完了し、現在は概ね土地利用計画に沿った土地利用が進んでいます。 

 

３．区域内及び周辺の整備状況 

【区域内社会基盤整備状況】 

○区域内の道路を始めとする社会基盤整備は、土地区画整備事業により整備が完了しています。 

【大街区整備状況】 

○平成 18 年度、A 街区遊戯施設開店。 

○平成 19 年度、C 街区マンション（291 戸）（１期）が完成、入居。 

○平成 19 年度、ワークショップを実施し、B 街区内に 6000 ㎡の多目的広場を計画、設計。 

○平成 20 年度、B 街区多目的広場を稲沢市が整備。D・E 街区の大規模複合商業施設開店。 

○平成 21 年度、C 街区マンション（276 戸）（2 期）が完成、入居。 

○平成 24 年度、C 街区マンション（230 戸）（３期）が完成、入居。 

○平成 25 年度、F 街区商業施設（ホームセンター）開店。 

 

公共・公益業務施設用地 商業・業務施設用地 公共・公益業務施設用地 
（地域交流センター及び 

多目的広場用地） 

計画住宅地 

商業・業務施設用地 

A B C D 

E 
F 

当該地区 約 1.5ha 

多目的広場 約 0.6ha 

図 7 大街区位置図 
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図 8 多目的広場計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【周辺道路整備状況】 

○地区東端を南北に縦断する（都）名古屋岐阜線は、土地区画整理事業の区間は改良済みとなってい

ます。南側は、（都）南大通線交差点までが事業中となっています。 

 

図 9 都市計画道路の整備状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都）南大通線 
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Ⅰ-３．名古屋市内主要駅周辺の状況 

１．施設の立地状況 

JR 稲沢駅における施設立地の可能性を検討する上で、競合すると考えられる名古屋市内主要駅

周辺における施設の立地状況を把握することは重要であると考えられるため、特に広域的な集客が

望めるという観点から、「スポーツ施設」、「結婚式場、劇場、会議場、美術館・博物館」の立地状

況を整理しました。 

 

（１）名古屋駅周辺 

名古屋駅から半径１ｋｍ圏内では、結婚式場が 11 件、劇場が 3 件と複数立地している状況に

あります。一方で、会議場とスポーツ施設については、圏域内に 2 件ずつとなっているほか、温

浴施設の立地はありません。 

 

図 10 名古屋駅周辺施設図 

（資料： i タウンページ 2017 年 6 月）
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（２）金山駅周辺 
金山駅から半径１ｋｍ圏内では、結婚式場、劇場、会議場、美術館・博物館がそれぞれ 1 件ず

つ立地しています。 

また、圏域外ではありますが、周辺にはナゴヤ球場をはじめ、国際会議場などの比較的規模の

大きな施設が立地しています。 

図 11 金山駅周辺施設図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料： i タウンページ 2017 年 6 月）
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２．考察 

名古屋駅から半径 1ｋｍ圏内では、結婚式場や劇場、美術館、博物館など多様な施設がささしま

ライブを除くと名古屋駅の東側に複数立地しています。ただし、会議場やスポーツ施設については、

少ない状況です。 

金山駅から半径 1ｋｍ圏内においても件数は少ないながらも、結婚式場、劇場、会議場、美術館

や博物館が立地していますが、スポーツ施設の立地はありません。 

名古屋駅、金山駅周辺において共通してみられない施設としては大型のスポーツ施設であり、最

も近隣では金山駅から南西約 6ｋｍにある日本ガイシホール（１万人収容）があります。 
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Ⅰ-４．上位・関連計画を踏まえた展望 
１．稲沢市の上位計画からみた当該地区の位置付け 

本市の上位計画である総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略から、当該地区の位置付けや

都市づくりの方向性に関する記述を整理すると、以下のとおりです。 

 

➢第 6次稲沢市総合計画(策定中) 

【重点戦略】 

中心市街地としての都市機能を誘導し、にぎわいの創出を図るため、ＪＲ稲沢駅周辺の公

共公益業務用地の有効活用を図ります。 

※なお、本市の都市拠点である JR 稲沢駅及び名鉄国府宮駅周辺地区のうち、今後の開発余

地が大きいのは国府宮駅周辺地区であり、総合計画における重点的な取り組みとしては、

国府宮駅周辺整備にウェイトが置かれていますが、基盤整備と施設立地が先行している稲

沢駅周辺地区のうち、本調査の当該地区は、基盤整備は行われたものの都市機能立地が遅

れていることから、今後都市拠点にふさわしい機能の立地誘導が課題です。 

■第６次稲沢市総合計画における重点戦略 
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■当該地区に関わる取り組み 

・駅周辺機能の強化（名鉄国府宮駅及びＪＲ稲沢駅における、リニアインパクトを取り込ん

だ民間投資の受け皿形成） 

・新たなビジネスの場・機会の確保、企業誘致の促進（広域交通条件に恵まれた本市の特性

を生かした企業誘致、新しいビジネス機会や若者・女性の就労ニーズに対応した産業の誘

導及び拠点創出） 

 

➢稲沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成 28 年 3 月) 

【当該地区に関わる重点戦略】 

・ＪＲ稲沢駅周辺の土地区画整理事業における公共公益業務用地のうち、手つかずになって

いる市有地（Ｂ街区）の有効活用を図る必要があります。公共公益業務用地にこだわるこ

となく、業務用用地として活用を図るなど、需要を見極めた上で活用方法を検討していき

ます。 
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Ⅰ-５．時代潮流の変化からみた都市づくりの方向性 
我が国をとりまく時代潮流として、少子・超高齢社会の本格的な到来への対応、二酸化炭素排出

量の抑制や省エネルギー、省資源など、地球環境への配慮、東日本大震災の教訓や南海トラフ巨大

地震などの被害想定を踏まえた安心・安全な社会基盤を求める声もますます高まっています。 

本市のこれからの都市づくり、当該地区における都市機能の検討にあたり、配慮すべき時代潮流

として、以下の事項が挙げられます。 

 

➢健康まちづくり 

・少子化と超高齢化を今後本格的に迎えるなか、子育てがしやすく、また子育て世代が住みや

すい生活環境の充実を図ることが急務であると同時に、超高齢社会を見据え、「ウェルネス

（＝「健幸」：個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むことのでき

ること）」が重要とされています。平均寿命が伸びるなか、健康な高齢者世代が、豊富な余

暇時間を使ってスポーツや健康づくり、地域行事への参加、趣味活動などに参加する機会や

需要への対応が課題です。 

・こうした課題に対応するために、保健・医療だけでなく、都市構造や都市基盤施設整備、自

然環境との共生、社会を支えるサービス産業の創出など、多様な視点から社会基盤を形成す

るための新しい都市モデル『スマートウェルネスシティ』の構築がめざされています。 

⇨「国土のグランドデザイン 2050」（スマートウェルネスシティ） 

 

➢歩いて暮らせるまちづくり 

・人口減少社会が進行するなか、郊外部、都心部それぞれにおいて市街地の空洞化による生活

利便性の低下が懸念されており、今後の都市づくりにおいては、既存ストックを活用しなが

ら、日常生活に必要な都市機能の確保と集約化を図るなど、市街地の生活環境を維持しつつ、

市街地をコンパクトにしていく都市計画が必要とされています。 

・また、深刻さを増す地球温暖化問題への対応の視点からも都市構造の転換が必要とされてお

り、自動車に頼らない都市構造の実現に向け、「都市機能の集約化」と「公共交通機関の利

用促進」を両輪とした「歩いて暮らせるまちづくり」がめざされています。 

⇨「国土のグランドデザイン 2050」（コンパクト＆ネットワーク） 

⇨「立地適正化計画制度」 

⇨「都市の低炭素化の促進に関する法律」 

 

➢交流人口の増加と広域連携による地域活性化 

・定住人口が減少していくなかで地域の活力を維持・増進していくために、観光、ビジネスな

どの外部から人を呼び込むとともに、地域住民同士の交流など、さまざまな交流人口を通じ

た地域経済の活性化や市民が生き生きと暮らせるコミュニティの強化が必要とされていま

す。 
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・都市機能がコンパクトに集約された都市拠点が、他の拠点とネットワークすることにより、

人とモノと情報・知識の交流・出会いが活発化するとともに、そこから新たな価値が生まれ、

産業の創出につながるものと期待されています。 

・リニアインパクトを的確に活かすために、中京圏の強みであるものづくり産業の集積を活か

しながら、名古屋市を中心とした多核連携による地域構造の強化が必要とされています。 

⇨「国土のグランドデザイン 2050」（対流促進型国土の形成） 

⇨「あいちビジョン 2020」（リニアを生かし、世界の中で存在感を発揮する中京大

都市圏） 

 

➢安全・安心のまちづくり 

・東日本大震災を教訓として、これまでの想定に基づく防災対策の見直しとともに、地域の人

のつながりの重要性が再認識されており、南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の巨大地震

等も懸念され、大規模地震時におけるハード、ソフト両面における防災対策・減災対策の必

要性がより高まっています。頻発する異常気象による豪雨・洪水等の自然災害への対応を含

め、安全で安心できる暮らしの確保が強く求められています。 

⇨「国土のグランドデザイン 2050」（防災・減災） 

⇨「国土強靭化基本法」 
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Ⅰ-６．市有地Ｂ街区利用実態調査結果 

現在一体的に利用されている多目的広場と、暫定的に整備されている芝生広場の利用実態を調査

しました。 

 

１．調査概要 

（１）調査方法 

対象地区を４つのエリア（Ａ～Ｄ）に区分し、休日は

8 月 12 日（土）、平日は年 8 月 17 日（木）の午前 7

時から午後 7 時まで 1 時間ごとの各エリアの利用者数

及び概ねの年齢層・利用形態を調査しました。 

 

（２）利用実態調査結果概要 

利用実態調査の結果概要を以下に示します。 

 

 休日調査結果 平日調査結果 

エ
リ
ア
Ａ 

利用者数 25 人 36 人 

年 齢 層 10 代（小学生）～70 代 10 代未満～70 代 

利用形態 

キャッチボール（親子）、グラウンドゴ

ルフ、散歩、横断 

グラウンドゴルフ、散歩、バレーボー

ルの練習、親子でボール遊び、サッカ

ー 

エ
リ
ア
Ｂ 

利用者数 21 人 45 人 

年 齢 層 10 歳未満～50 代 10 歳未満～70 代 

利用形態 

サッカースクールの準備、サッカース

クール、野球、横断（南西から北東へ）、

犬の散歩 

少年サッカーの団体、少年サッカー団

体の迎え、犬の散歩、トレーニング、

グラウンドゴルフ、ラジコンヘリ遊び、

親子で散歩、家族で写真撮影、キャッ

チボール、公園散策 

エ
リ
ア
Ｃ 

利用者数 38 人 35 人 

年 齢 層 60～70 代 10 代（高校生）～70 代 

利用形態 
グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ、ピクニック、犬の

散歩 

エ
リ
ア
Ｄ 

利用者数 15 人 60 人 

年 齢 層 50～70 代 10 歳未満～70 代 

利用形態 

グラウンドゴルフ、犬の散歩 少年サッカーの団体、グラウンドゴ

ルフ、散歩、ラジコンヘリ遊び、サ

ッカーの練習、犬の散歩、親子でボ

ール遊び、水遊び 

延べ利用者数 計 99 人 176 人 
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２．考察 

前述したように、休日利用者数は 99 人、平日利用者数は 176 人でした。 

当該対象地及び多目的広場の面積は約 2.1ｈａであり、面積だけを考慮すると近隣公園程度

（2ha が標準）の面積を有しています。 

国土交通省が実施した平成 26 年度都市公園利用実態調査（平成 26 年 10/4～10/26 の休日・

平日の 1 日（7 時～19 時））によると、近隣公園の休日の１日当たりの平均入園者数は 811 人、

平日は 686 人となっています。 

もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とした街区公園（標準 0.25ha）について

は、同利用実態調査によると休日の１日当たりの平均入園者数は 222 人、平日は 226 人となっ

ています。 

調査実施日が気温の高い８月ということもあり、上記の数字と一概に比べることができませんが、

当該対象地の利用者数は面積に比して少ないと考えられます。また、延べ利用者数の多くを、サッ

カーとグラウンドゴルフ利用者が占めていることからも、団体以外での利用者数はさらに少ないと

言えます。ただし、利用者数が少ないものの 10 代から 20 代の若者世代がサッカーやバレーボー

ル、キャッチボールなどのスポーツをしている姿も見ることが出来ました。 

サッカー利用者については、そのほとんどがスポーツ少年団であり、原則下津小学校を利用して

いる中で、野球のスポーツ少年団等が利用し使えない日に多目的広場を利用している状況です。そ

のため、その他のスポーツ少年団等との協力により、下津小学校のグラウンドの有効活用を図るこ

とも考えられます。 

グラウンドゴルフ利用者については、暫定的に整備している広場が、利用できなくなることによ

り、利用しづらくなることは否めませんが、一定の制約のもとでプレーすることは可能であると考

えられます。 

なお、広場の一角にある自転車駐輪場については 9 月 15 日と 9 月 20 日の両日、通勤・通学

者が多いと考えられる平日昼間に調査したところ、収容可能台数が約 300 台のうち 8 割程度が使

用されている状況でした。 



17 

Ⅱ．導入機能の基本的考え方（コンセプト） 

Ⅱ-１．導入にあたっての課題整理 

「上位・関連計画を踏まえた展望」及び「時代潮流の変化からみた都市づくりの方向性」を踏ま

え、当該地区における機能の導入にあたっての課題を以下のとおり整理しました。 

 

【交流促進による都市活力の維持・増進】 

・当該地区周辺では住宅地形成が進み、居住人口が増えていることから、地域コミュニティを

豊かにするため、居住者同士の交流の場や機会づくりが必要です。 

・人口減少と高齢化のさらなる進行のなかで、都市の活力をどう維持していくかが大きな課題

となっています。また、こうした状況のなかで、既存産業の振興のみでなく、人、モノ、情

報・知識の交流に活路を見出すなど、新たな視点からの地域活力創生が必要です。 

・リニア中央新幹線の東京-名古屋開業インパクトを的確に受け止め、名古屋市を中心に周辺

都市が広域連携する都市圏形成に資する新たなビジネスの受け皿づくりが必要です。 

 

【長寿社会における心身の健康の促進】 

・超高齢社会のなか、余暇時間を豊富にもつ高齢者世代がいかに心身の健康を維持し、実り多

き暮らしを続けていくために、福祉、医療機能の充実とともに、スポーツ、芸術などに気軽

に触れ・親しんだり、ボランティア活動など社会参加の機会充実が必要です。 

 

【市民の安全・安心を支える都市の空間と機能の形成】 

・大規模な自然災害のリスク緩和のために国土の強靭化に資する安全な都市空間形成が求めら

れるとともに、医療、福祉、子育て支援など日常生活のなかにおけるさまざまな安全・安心

を支える機能充実が必要です。 

 

Ⅱ-２．導入機能の基本的考え方（コンセプト） 

当該地区においては、独立行政法人都市再生機構（UR 都市機構）の施行による土地区画整理事

業で基盤整備が行われました。この事業にあたっては、当該地区の立地特性である、名古屋との近

接性、公共交通の利便性や市内各地域とのアクセス利便性を活かした、「地域交流・市⺠交流の拠
点」として、公共・公益性の高い都市機能の育成を念頭に置いてきました。 

このことから、当該地区における導入機能の基本的な考え方としては、「地域交流・市民交流」

の促進に資する公共・公益業務機能の導入を前提条件として踏まえつつ、１．において整理した課

題に対応していくこととし、以下のとおりとします。 
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当該地区では、「ビジネス、文化などさまざまな交流の場」の形成に加え、「“健幸”づ

くり」や「安全・安心の確保」といった時代潮流に即した機能の導入を図ることで、世代

や性別、地域を越えて広く人が集まることで、多様な交流を創出することを目指していく

こととします。 

さまざまな機能集積により、世代や性別、地域を越えて、 
広く⼈々が集まり、交流する「地域交流・市⺠交流の拠点」の形成 

【健康・長寿社会における 

「健幸」づくりの場】 
・高齢者世代が体の健康を維持し、かつ豊かな余

暇時間を過ごせる機能 

 

【稲沢らしさを表出する場】 
・地場産業、祭事や食文化などの都市の資源を活

かした導入機能や空間の特徴づくり 

 

【安全・安心な暮らしを支える場】 
・震災をはじめ大規模な自然災害に備えた、安全

でゆとりのあるオープンスペース 

・医療、福祉、子育て支援など、市民生活の安心

を支える機能 

 

【ビジネス、文化などさまざまな交流の場】 
・スポーツ、芸術などの文化体験を通じたさまざ

まな人々の交流機能と、交流を支えるローカル

ビジネスを含む産業立地 

・リニア中央新幹線開通インパクトを受けた名古

屋都市圏の広域連携の一翼となる業務（オフィ

ス）機能ならびに、企業の社会貢献としての、

企業と地域コミュニティが連携する交流機能 
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Ⅲ．需要調査 

Ⅲ-１．事業者等ヒアリングの結果 

導入機能の基本的考え方（コンセプト）に基づいて、地元企業と市外の事業者等にヒアリングを

行いました。以下にその概要を記します。 

 

分 類 小分類 ヒアリング概要 

高齢者福祉機能 介護施設 

・金銭的な問題だが、借りて事業実施することについての可能性

はある。 

・健康寿命を延ばすような施設や医療との連携、子どもと遊んだ

り、健康な高齢者のための施設や介護予防となる施設、運動施

設などが複合的にあるようなものであれば可能性はある。 

子育て支援機能 保育所 

・1 階を支所、2 階を福祉施設のように共同で行うのであれば可

能性はあるが、全部を法人で持つのは難しい。 

・幼児、学童、高齢者まで一緒に世話できる施設が良いので、ビ

ル全体を福祉の総合ビルにしてはどうか。 

健康増進機能 

温浴施設 

・温浴施設は、中部圏では車利用者が多く、駅前にある必要性が

ない。 

・市街化区域が少なく、駅前であることから地価が高いと想定さ

れ、出店は難しい。 

スポーツ施設 ・当該区域で事業をする計画はない。 

スポーツジム 
・当該地区周辺にはスポーツジムなどの競合他社が多い。 

・今回の条件ではビジネス上は合わないと思われる。 

商業関連機能 商業コンサル 

・商業施設で土地を買って事業をするところはなく、購入するこ

とが前提では難しい。 

・健康増進施設、スポーツ施設、温浴施設であれば可能性がある。 

・市で整備してそこに入ってもらうのであれば可能性がある。 

業務機能 オフィス仲介 

・オフィスの需要は難しい。名古屋駅でも需要は限られた区域し

かない。 

・学校などでも進出したいところがあると思う。 

・自社ビルを立地するには規模が大きすぎる。 

教育機能 

カルチャー 

センター 

・生涯学習のニーズは今後も続くと思うが、駅前ということで土

地の費用負担が難しい。 

・市が実施している生涯学習講座との差別化が必要。 

大学 
・近年、駅の近くへ移転する大学が多いことから立地需要はある

と思う。 

建設関連 

建設会社Ａ 

・商圏的に当該地区は厳しく、採算が合わない。 

・稲沢の商圏にないもの（スポーツ養成所、Ｂ級グルメ）を作る

と良い。 

建設会社Ｂ 

・マンションでも建てづらい。 

・4 つのコンセプトからテナントを呼ぶ場合、土地代としては相

当厳しい。 

・ローカルな市場を対象として地域の方に利用していただけるよ

うな利便施設が良い。 
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分 類 小分類 ヒアリング概要 

イベント・展示 

関連 

イベント運営 

・事業主体ではない。施主から依頼があれば参加することも考え

られる。 

・場所を借用して独立採算で事業を実施するようなことはしてい

ない。 

・駅前という場所、大型スーパー、子育て世代が近隣にあるのは

魅力的である。 

展示 
・事業主体ではない。 

・地元の特産品を活かすべき。 

地元企業 

地元企業Ａ 

（製造業） 

・県内に 5,000 人規模のアリーナが少なく可能性がある。 

・男子バレーボール部のホームアリーナ（5,000 席規模）を建

設したい。 

・メインアリーナとサブアリーナで約 1.2ha、他に立体駐車場、

レストラン、コンビニをつくりたい。 

・市とパートナーシップ協定を結び、地域を盛り上げていきたい。 

・多目的広場について、同じようなコンセプトで利用されるとよ

い。 

地元企業Ｂ 

（小売業） 
・既存の商業施設と連携して何かできるといい。 

地元企業Ｃ 

（製造業） 

・当該区域で何かを作るイメージはない。 

・倉庫の可能性はあるが、大型のトラックも走行し、また住宅が

隣接しているため対象地区では難しい。 

・駅前に飲食や身の回り品の買い物が出来るスーパーがない。 

・保育園が少なくて子育てが大変だと聞く。 

地元企業Ｄ 

（食品製造業） 

・選択と集中の考えで事業展開している。駅前に何かをつくるの

は難しい。 

・今は、研究開発が大変で、社会貢献するのは難しい。 

地元企業Ｅ 

（製造業） 

・活用計画なし 

・従業員はＪＲ稲沢駅から職場まで 7～8 分くらいで歩きが多い

ので、仕事帰りにちょっと寄れるような施設やスーパーがある

とよい。 
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Ⅳ．導入機能の検討 

ここでは、機能メニューごとに先に掲げた「導入機能の基本的考え方（コンセプト）との適合性・実現性」、「既存施設の立地状況」及び「事業者ヒアリング結果」を踏まえて、当該地区に導入すべき機能の検討を行い

ました。機能メニューは「都市計画運用指針（Ⅳ－１－３立地適正化計画）」及び「立地適正化計画の作成に係る Q＆A」等を参考に抽出・分類 

選定条件 

機能メニュー 
（上段：都市レベル 下段：生活レベル） 

コンセプトとの適合性・実現性
名古屋駅周辺・当該地区周辺 

における立地状況等 

（〇：対象となる －：対象とならない） 

事業者等ヒアリング結果 

からみた立地可能性 
（〇：導入を検討する機能、△：条件により導入を

検討する機能、×：導入を検討しない機能） 

総合 
評価 （〇：コンセプトに合致 △：機能内容により合致 －：合致しない） 健幸 

安全 

安心 
交流 

導入 

対象 

医療機能 

・病院 ・公共交通の利便性が高い駅前に立地することにより、

車を運転できない子どもや高齢者をはじめ、あらゆ

る市⺠の安⼼な暮らしや⾼齢者の健康づくりを支え

ることができる。 

〇 〇 — 

・愛知県地域保健医療計画に定める基準

病床数をやや下回っているものの、当

該地区南西約２km の位置に稲沢市民

病院が立地しており、可能性は低い。

・診療所等も既に周辺に多数立地してい

る。

— — × 

・診療所、クリニック等

高齢者 

福祉機能 

・介護老人福祉施設（特養）

・地域包括支援センター等

・公共交通の利便性が高い駅前に立地することにより、

⾼齢者の快適な暮らし（健幸づくり）を支えること

ができる。 

・若年・子育て世代にとっても、老後の安⼼感の向上
につながり、定住（永住）意識を高めることが期待

できる。 

・高齢者が地域で気軽に通える交流の場（サロン）づ

くりが期待でき、イベントでは地域交流、入所者同

士の交流が図れる。

〇 〇 △ 

・特別養護老人ホームの入所定員見込み

数は、愛知県高齢者保健福祉計画で定

める目標定員があり可能性は低い。

⇒⽬標枠のない通所型介護施設等であれ
ば導⼊対象として想定可 

〇 ➡

・借地であれば可能性があるもの

の、地価負担力の低い介護施設等

については、土地を取得し立地す

る可能性は低い。

⇒⾼齢者福祉だけではメイン機能
としては困難であるがサブ機能
であれば可能性がある。

△ 

・通所型介護施設等

子育て 

支援機能 

・子育て支援センター等

・保育所等の駅前立地により、共働き世帯をはじめ若

年・子育て世代の安⼼感の向上につながるとともに、

市の魅力が高まり、さらなる定住の促進につながる

ことも期待できる。

・保育園のイベントに高齢者を招き、高齢者の心のケ

アや、認知症防止、⽣きがいの創出が期待できる。

△ 〇 △ 

・市の計画では新規立地は見込んでおら

ず、当該地区周辺にも複数立地がみら

れるものの、０～２歳児までの空きが

ほとんどない状況。

⇒⺠間施設であれば導⼊対象として想定
可 

〇 ➡

・借地であれば保育園と老人施設が

一体となった施設が考えられる。

⇒⼦育て⽀援だけではメイン機能
としては困難であるがサブ機能
であれば可能性がある。

△ 

・保育所等

健康増進 

機能 

・総合スポーツ施設（体育館、

多目的運動場等）

・様々な世代の健康づくりに寄与し、豊かな暮らしを

支えることができ、既存のフィットネスロード等と

の連携により、相乗効果による利用増進等が期待で

きる。

・フィットネスクラブやスポーツジムは利用者が特定

の人になるが、総合スポーツ施設の場合は、市⺠や
地域住⺠同⼠の交流の場としての活用も期待でき

る。 

・災害時の避難所等としての施設活⽤ができれば、市

民・地域住民の安全・安⼼が確保される。

〇 △ 〇 

・市内の総合スポーツ施設は市役所周辺

に多く立地しているほか、市外でも鉄

道駅から離れた場所に立地しており、

名駅周辺も含め駅近傍に立地する大型

の総合スポーツ施設は少ない。

・フィットネスクラブは商業施設に隣接

あるいは商業施設内に立地する傾向に

あるが、当該地区近傍には立地してい

ない。

⇒導⼊対象として想定可

〇 ➡

・5,000 人規模のアリーナは県内に

は少なく、可能性があると考えら

れる。 

・フィットネスクラブ等の小規模施

設については、競合状況や足元周

りの人口から立地は厳しい。

〇 

・フィットネスクラブ等

商業機能 

・大型小売店等 ・集客力の向上により、交流・にぎわいの創出につな

がることが期待できる。

・災害時における⽣活必需品の備蓄・供給や夜間の人

通りの増加等があれば、地域住民の安⼼感の向上に

つながることも期待できる。

— △ 〇 

・当該地区周辺には大型小売店が複数立

地していることから、可能性は低い。

⇒コンビニ等⼩規模な施設であれば導⼊
対象として想定可 

〇 
➡

・土地を取得し事業をするところは

なく、購入することが前提では難

しい。

⇒⼤規模⼩売店は周辺に複数⽴地
しておりメイン機能としては困
難であるが、コンビニ等であれば
サブ機能として可能性がある。

△ 

・スーパーマーケット

・コンビニ等
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選定条件 
 
機能メニュー 
（上段：都市レベル 下段：生活レベル） 

コンセプトとの適合性・実現性 
名古屋駅周辺・当該地区周辺 

における立地状況等 

   
事業者等ヒアリング結果 

からみた立地可能性 

総合 
評価 （〇：コンセプトに合致 △：機能内容により合致 －：合致しない） 健幸 

安全 

安心 
交流 

導入 

対象 
 

業務機能 

・オフィス等 
・業務機能の立地自体は健幸や安全・安心とは結びつ

かないが、企業の社会貢献の一環としての市⺠交流
の促進や昼間⼈⼝の増加によるにぎわいづくりは期

待できる。 

— — 〇 

・名古屋駅周辺にオフィス等が既に立地

しており立地需要・ニーズは低い 

 

—  － × 

 

教育機能 

・大学・専門学校等 

・大学等の地域貢献や産学協働により、地元企業との

連携、市内⼩中⾼校との連携、地域住⺠との交流・
多世代交流などさまざまな交流の創出が期待でき

る。 

・医療系、福祉系、健康スポーツ系機関の⽴地があれ
ば、健幸づくりに向けた様々な取組みの展開が期待

できる。 

・災害時の避難所等としての施設活⽤ができれば、市

民・地域住民の安全・安⼼が確保される。 

△ △ 〇 

・立地需要はあり、近年の大学の駅近へ

の移転の状況から、可能性がある。 

・小中学校については、市の計画では新

規立地は見込まない 

⇒⼤学等の⾼次教育施設であれば導⼊対
象として想定可 

〇 ➡ 

・立地需要はあり、近年の大学の駅

近への移転の状況から、可能性が

ある。 

〇 

・小中学校 

金融機能 

・銀行等 ・公共交通の利便性が高い駅前に立地することにより、

市民や地域住民の生活利便性の向上は期待できる

が、健幸や安全・安心、交流促進といったコンセプ

トには直結しにくい。 

— — — － — 

 

－ × 

・郵便局等  

宿泊機能 

・ホテル等 

・宿泊機能の立地自体は健幸や安全・安心とは結びつ

かないが、コンベンション利⽤等による地元企業と
の連携等による産業・異業種交流の促進は期待でき

る。 

・災害時の避難所等としての施設活⽤ができれば、市

民・地域住民の安全・安⼼が確保される。 

— △ 〇 

・一宮駅周辺には、ビジネスクラスをは

じめとする宿泊施設が複数立地 

・名古屋駅周辺にはビジネスホテルだけ

ではなく、コンベンション機能やバン

ケット機能を持つ規模の大きなホテル

が複数立地しており、可能性は低い 

— 

 

－ × 

  

文化 

集会機能 

・大規模文化集会施設 

・博物館等 

・イベント会場のほか、コンベンションや展示ホール

利用等による産業・異業種交流の促進をはじめ、幅
広い集客、多様な交流の促進が期待できる。施設内

容・規模によっては、地域住民同士の交流の場とし

ての活用も想定される。 

・文化や芸術等に身近に触れることができ、さまざま
な世代の豊かな暮らし（健幸づくり）を支えること

ができる。 

・災害時の避難所等としての施設活⽤ができれば、市

民・地域住民の安全・安⼼が確保される。 

〇 △ 〇 

・市内、周辺都市では、博物館は１件、

美術館は複数立地しており、名古屋駅

周辺においては博物館・美術館が複数

立地しているほか、劇場は９件立地 

・美術館、博物館等の文化機能は名駅周

辺等に多数立地しており、また集会機

能の多くは自治体が設置する公的施設

がほとんどであるが、民間の美術館や

博物館などが活用意向を示せば可能性

はある。 

〇 ➡ 

・市の計画では新規の施設立地は見

込まない。ただし、民間の美術館

や博物館などが活用意向を示せば

可能性はある。 

△ 

・地区集会所等 

 

「コンセプトとの適合性・実現性」及び「名古屋駅周辺・当該地区周辺における立地状況等」から設定した『導入対象機能』について、当該機能の「事業者等ヒアリング結果からみた立地可能性」を踏まえ、当該

地区における導入機能を以下のように選定しました。 

 
【メイン機能】健康増進機能（⼤型スポーツ施設）、教育機能（⼤学等⾼次教育施設）、⽂化集会機能（⼤規模⽂化集会施設・博物館等）については、単体での⽴地が⾒込まれることから、主たる導

⼊機能として選定する。 
【サブ的機能】⼦育て⽀援機能（⺠間保育所）、⾼齢者福祉機能（介護⽼⼈福祉施設）及び商業機能（コンビニ等）については、単体での⽴地が困難であることから、メイン機能を補完するサブ的導

⼊機能として選定する。 
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Ⅴ．基本方針（案） 

この街区において、まちづくりのルールである地区計画で定められた「人々が集まり、交流する

拠点施設を誘導する」という土地利用の方針や、需要調査等を踏まえ、以下のとおり基本方針（案）

としてとりまとめました。 

（１） 尾張西部都市拠点の一部にあたる当該地区においては、本市の都市活力を維持・増進して

いくために、居住者同士の交流の促進や人、モノ、情報・知識の交流の活発化、リニア中央

新幹線の開業を見据えた広域交流の展開など、様々な交流を促進していく場となることが求

められます。また、これからの超高齢社会において心身の健康維持に向けた社会参加機会の

充実、市民が安全に安心して暮らせる機能の充実を図っていくことも必要です。 

そこで、当該地区では、「ビジネス、文化などさまざまな交流の場」の形成に加え、高齢

者をはじめ全ての世代が体の健康を維持し、豊かな余暇時間を過ごせるような「健幸づくり」

機能の導入、自然災害に備えたオープンスペースや福祉・子育て支援機能等の確保をはじめ

市民生活の安心を支える「安全・安心の確保」に資する機能の導入を図ることで、世代や性

別、地域を越えて広く人々が集まり、交流する「地域交流・市民交流の拠点」の形成を目指

します。 

このような基本的な考え方を踏まえつつ、名古屋駅・金山駅ならびに当該地区周辺におけ

る既存施設の立地状況や事業者ヒアリング結果等を総合的に勘案して、当該地区に導入すべ

き機能を選定しました。 

その結果、メイン機能は、健康増進機能として大型スポーツ施設、教育機能として大学等

高次教育施設、文化集会機能として大規模文化集会施設・博物館等のいずれかの導入を図る

ものとします。なお、いずれの施設においても災害時の避難所等として活用が可能になれば

防災機能を有するものと考えます。また、サブ機能は、子育て支援機能（民間保育所）、高齢

者福祉機能（介護老人福祉施設）及び商業機能（コンビニ等）について、メイン機能を補完

するサブ的導入機能として一つまたは複数導入することによって、当該地区の魅力をより一

層向上させ、市民や地域住民同士の交流・にぎわいの創出を図ります。 

※導入機能イメージを別紙１に示しています。

（２） 当該地区は、名古屋駅まで約 10 分というＪＲ稲沢駅前に位置しており、本市にとって非

常に高いポテンシャルを持った貴重な財産です。したがって、新たな施設の導入を予定して

いる土地（以下、「施設用地」という。）の活用にあたっては、「地域交流・市民交流の拠点」

として、今後の市の発展に大きく貢献できるように、施設立地に対する民間の需要を踏まえ

つつ、民間事業者が利用しやすい形状を確保する必要があります。 

一方、施設用地に隣接する多目的広場は、周辺住民の人たちの駅への歩行動線機能を担う

とともに、日ごろはグラウンドゴルフやキャッチボールの場として利用され、また駅前にお

ける貴重なオープンスペースとしての役割を果たしています。 

したがって、当該地区の利活用にあたっては、「全市的な立場にたった都市づくり」の視

点と「地域住民の生活」の視点から、施設用地と多目的広場のあり方を一体的に検討してい

く必要があります。 
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まず、施設用地については、現在の多目的広場の形状（P7 図 8 参照）を保持すること

とした場合、土地利用上の制約が大きく、今後導入される機能の内容に関わらず、その導入

効果を十分に発揮できない懸念があります。 

また、今後民間事業者は、当該用地の南側にある駅から施設へのアクセスを考慮した上で

施設計画を立案すると考えられますが、現在の多目的広場のうち、駅とマンションやリーフ

ウォークなどを結ぶ歩行者動線の機能を兼ねている部分を除く広場部分（以下、「広場部分」

という。）が施設への動線上に位置することとなる可能性が高くなり、現地において、広場

部分の利用者と施設の利用者が混在し、トラブルを招く可能性があります。 

したがって、施設用地の有効活用を図るためには、形状をできるだけ整形にすることが望

ましいと考えられますが、現在の多目的広場の形状では、整形な敷地の確保は難しくなりま

す。そこで、多目的広場については、現在の形状を変更することとします。 

形状の変更にあたっては、グラウンドゴルフやキャッチボールなどの利用の継続等を考慮

しつつ、多目的広場の利用者と施設の利用者の混在防止や施設用地に大規模建築物が建設さ

れた場合の東側戸建住宅への圧迫感の軽減等、地域住民の利便性や生活環境に十分配慮する

ものとします。そこで、多目的広場のうち広場部分について、現在とおおむね同等の面積を

確保した上で街区東側に移設することとします。 

しかしながら、広場部分は、平時において駅近くに存在する貴重なオープンスペースであ

ることに加え、震災時の一時的な避難場所や電車が止まった際に駅から流出した人々の一時

的な滞留場所にもなりうるなど、様々な価値を有しています。 

このため、民間事業者に対し、施設用地内に代替となる広場を整備し、民間事業者が利用

する場合を除いて、一般に広く開放することを求めることとします。これにより、民間事業

者の自由な創意工夫に基づいた広場の整備が期待されるとともに、一般に開放されることで

にぎわいの創出並びにさらなる交流人口の増加に寄与するものと考えます。 

なお、当該地区の一角にある自転車駐輪場については、暫定的に設置した経緯があるもの

の、現状として多くの市民が利用している実態があり、引き続き確保する必要があることや、

駅周辺であらたに設置できる土地がないことなどを踏まえて、当該地区内で確保することと

します。 

また、駐輪場が公共性の高い施設であること、既に面積を提示しつつ民間事業者ヒアリン

グを行っていること、さらに、現在の位置や利用実態を踏まえ、街区東側に移設する広場内

において同規模程度の駐輪場を設置することとします。 

※配置イメージを別紙２に示しています。
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別紙１ 導入機能イメージ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆サブ的機能   ⼦育て⽀援機能（⺠間保育所）・⾼齢者福祉機能（介護⽼⼈福祉施設）・商業機能（コンビニ等） 

〇メイン機能を補完するサブ的導入機能として、子育て支援機能（民間保育所）、高齢者福祉機能（介護老人福祉施設）、商業機能（コンビニ等）の導入を図る。 

〇コンセプトをより具体化していくためには、メイン機能を補完することで、より魅力が向上し、市民や地域住民同士の交流の場となるようなサブ的機能が導入されることが望ましい。 

◆メイン機能 

案① 健康増進機能（⼤型スポーツ施設） 

〇健康増進機能として、県内では駅前立地の少ないアリーナを備

えた大型スポーツ施設の導入を図る。また、周辺住民も利用可

能な飲食・購買スペースを併設し、交流・にぎわいの創出につ

なげる。 

〇コンセプトをより具体化していくためには、当該機能の導入に

とどまらず、市民や地域住民同士の交流の場として活用できる

ようなスポーツ施設の一般開放や災害時の避難所等としての活

用が可能となることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆メイン機能 

案③ ⽂化集会機能（⼤規模⽂化集会施設・博物館等） 

○文化集会機能として、民間事業者による博物館や美術館の導入

を図る。また、周辺住民も利用可能な飲食・購買スペースを併

設し、交流・にぎわいの創出につなげる。 

○コンセプトをより具体化していくためには、多様な交流の促進

や、災害時の避難所としての活用が図られることが望ましい。 

 

 

 

 

▲トヨタ博物館 

◆メイン機能 

案② 教育機能（⼤学等⾼次教育施設） 

〇教育機能として、大学等高次教育施設の導入を図る。また、周

辺住民も利用可能な飲食・購買スペースを併設し、交流・にぎ

わいの創出につなげる。 

〇コンセプトをより具体化していくためには、医療系・福祉系・

スポーツ系の教育機関が立地するとともに、市内小中高校との

連携、地域住民との交流・多世代交流活動や災害時の避難所等

としての活用が図られることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現在、多目的広場を含めた当該地区が「駅前におけるオープンスペース（緑地・広場機能）」として市民や地域住民に利用されている現状に配慮し、多目的広場や新たな施設の建物外構などでは「植木産業な

どの稲沢らしさを表出する場」として活用し、多目的広場と新たな施設が一体的な緑空間となることが望ましい。 

▲施設サイン 

▲名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 
▲ちっちゃい工房 

▲試合途中のアトラクション ▲ミュージアムカフェ 

▲ゼビオアリーナ仙台外観 
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別紙２ 配置イメージ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

民間事業者に対して広場の

整備を求める位置 

施設用地 

広場 

広場 

自転車

駐輪場 
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