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４．地域別構想 

 

（１）地域区分 
地域別構想の区分については、市域形成の歴史的経緯、地域の中心となる施設の存在、行政運営上の

まとまり等、市民からも分かりやすい、支所・市民センター地区を１つの地域とし、祖父江地域、平和

地域、明治地域、千代田地域、大里西地域、大里東地域、下津地域、小正地域、稲沢地域の９地域に区

分しました。 
地域別構想では、市全体のまちづくりの方針となる「全体構想」を踏まえつつ、地域の特色や問題・

課題を考慮し、身近な地域レベルのまちづくりの方針を示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 4-1 地域区分図 

４．地域別構想 

（１）地域区分 

祖父江 明治 

平和 
千代田 

大里西 
大里東 

稲沢 

小正 下津 
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祖父江地域の方針                                               

まちづくりテーマ 水と緑を感じ、歩いて笑顔に出会うまち 

■地域の特性                  

 

祖父江地域は、市の西部に位置し、木曽川を挟

んで岐阜県羽島市に隣接しています。地域中央に

領内川が、東部に日光川が流れ、その間を名鉄尾

西線が通っています。地域全体に水田が広がって

いますが、地域北東部の山崎地区周辺では特産品

である銀杏を生産しており、特徴ある景観を形成

しています。 

（資料）住民基本台帳 （平成 21年 10月現在） 

 

 

■地域のまちづくり方針                  

①国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザ

を中心とした広域レクリエーション拠点を活

かしたまちづくりの推進 

・国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザの

レクリエーション機能の充実 
・国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザへ

のアクセス道路の整備 
・拠点にふさわしい魅力ある景観の形成 
 
②交流拠点である祖父江支所を中心とした生活

利便性の高いまちづくりの推進 

・祖父江支所を活かした生活サービス機能の充実 
・地域内の交流機能の強化 
 

③地域資源を活用したまちづくりの推進 

・銀杏畑を活かした景観形成 
・善光寺東海別院を活かしたまちづくりの推進

■整備方針                  

■拠点配置                                          

○交流拠点 

・祖父江支所周辺の公共施設エリアにおける生活

サービス機能の充実、交流機能の強化 
○工業物流拠点 
・既存工場地との一体的な土地利用による生産・

物流機能の誘導 
○レクリエーション拠点 
・国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザのレ

クリエーション機能の充実 

■土地利用                                  

○住宅地 

・善光寺周辺におけるまちづくりの推進 
・地区計画等による良好な居住環境の維持・保全 
・密集住宅地における都市環境の保全と都市機能

の充実 
○商業地 

・商業機能の維持 

○工業地 

・地区計画を活用した大規模工業地の維持 
○市街化調整区域 

・良好な居住環境の維持 

■交通体系                   

・(都)祖父江稲沢線、(都)祖父江山崎線の早期整備 
・森上駅周辺における駅前広場の整備 
■都市環境                   

・国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザの

有効活用とレクリエーション機能の充実 
・特徴的な緑である銀杏畑の保全 
・長岡地区ビオトープの整備 
・工場における緑化促進 
・木曽川や銀杏を活かした散策路の活用 

■防災                          

・密集住宅地における避難手段確保の検討 
・国・県管理河川に対する治水性能の適切な維持

と管理に対する要望 
■景観                       

・木曽川を活かした景観形成 
・銀杏畑や田園等の農地景観の保全

 祖父江地域 
全市に対する割合 

（全市の平均を１

とした指数） 

地域面積 ２２．１２k ㎡ ２７．９％ 

面積 １．５２k ㎡ １６．９％ 市街化区

域面積 割合 ６．９％ － 

人口 ２２，４７０人 １６．６％ 

人口密度 １，０１６人/K ㎡ （０．６０） 

高齢化率 ２３．１２％ （１．１０） 

世帯数 ７，０９４戸 １４．７％ 

世帯当たり人口 ３．１７人／戸 （１．１３） 

（２）地域別の方針 
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生活サービス機能の充

実、交流機能の強化 

森上駅周辺における

駅前広場の整備 

銀杏畑の景観

の保全と活用 

(都)祖父江山崎線の

整備促進 

 
国営木曽三川公園ワイル

ドネイチャープラザの有

効活用とレクリエーショ

ン機能の充実 

(都)祖父江稲沢線の

整備促進 

４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

図 4-2 祖父江地域方針図 

既存工場地との一体的な土
地利用による生産・物流機能
の誘導 

木
曽
川 

日
光
川 

領
内
川 

長岡地区ビオトープ 

善光寺 

祖父江の森 
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平和地域の方針                                               

まちづくりテーマ 緑豊かな調和のとれた感動のある平和なまち 

■地域の特性                  

 

平和地域は、市の南西部に位置し愛西市に隣接

しています。日光川、三宅川に囲まれ、地域の中

心部を流れる須ヶ谷川を中心に豊かな田園の広

がる地域です。須ヶ谷川下流の河川沿いには桜並

木「桜ネックレス」があり、地域のシンボルとし

て親しまれています。また地域の中心には、大規

模工場が立地しています。 

（資料）住民基本台帳 （平成 21年 10月現在） 

 

■地域のまちづくり方針                  

①交流拠点である平和支所を中心とし、生活利便

性の高いまちづくりの推進 

・平和支所を活かした生活サービス機能の充実 
・地域内の交流機能の強化 
 
②大規模工業地周辺における適切な工業系土地利

用の誘導 

・良好な操業環境の維持 
・周辺集落の生活・営農に配慮した優良工場の誘

致 
・既存大規模工場の生産拡大に伴う拡張ニーズへ

の対応 
 

③特徴ある景観（桜ネックレス）の保全 

・桜ネックレスを活かした景観形成 

■整備方針                  

■拠点配置                                          

○交流拠点 

・平和支所周辺の公共施設エリアにおける生活サ

ービス機能の充実、交流機能の強化 
○工業物流拠点 
・既存工場地との一体的な土地利用による生産・

物流機能の誘導 

■土地利用                                         

○住宅地 

・地区計画等による良好な居住環境の維持・保全 
・用途地域の適正化 
○商業地 

・地区計画による商業機能の維持 
○工業地 

・地区計画を活用した周辺環境との調和のとれた

新たな工業地の誘導 
・地区計画を活用した大規模工業地の維持 
・住工混在の解消 
○市街化調整区域 

・良好な居住環境の維持 

■交通体系                  

・桜ネックレス来訪者への駐車場の充実 

■都市環境                  

・桜ネックレス、日光川、須ヶ谷川周辺の散策路

の活用 
・特徴的な緑である桜ネックレスの保全 
・工場における緑化促進 

■防災                          

・国・県管理河川に対する治水性能の適切な維持

と管理に対する要望 

■景観                       

・桜ネックレスを活かした景観形成 
・農地景観の保全

 平和地域 
全市に対する割合 

（全市の平均を１

とした指数） 

地域面積 ８．８３k ㎡ １１．１％ 

面積 ０．８６k ㎡ ９．６％ 市街化区

域面積 割合 ９．７％ － 

人口 １３，００７人 ９．６％ 

人口密度 １，４７３人/K ㎡ （０．８７） 

高齢化率 ２３．８６％ （１．１４） 

世帯数 ４，２８２戸 ８．９％ 

世帯当たり人口 ３．０４人／戸 （１．０８） 
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４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

既存工場地との一体的な土

地利用による生産・物流機

能の誘導 

桜ネックレス事業

の継承と景観形成 

生活サービス機能の充

実、交流機能の強化 

地区計画による商業

機能の維持 

図 4-3 平和地域方針図 
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明治地域の方針                                               

まちづくりテーマ 暮らしに息づく みどりと歴史のまちづくり 

■地域の特性                  

 

明治地域は、市の中心部に位置し一宮市に隣接

しています。地域東側にある稲沢市役所周辺にお

いては、公共施設や大規模商業施設、高層住宅が

立地しています。地域全体としては、農地と集落

が広がっています。 
地域南部を三宅川が蛇行して流れ、その周囲に

植木畑が広がっています。尾張国分寺跡や古くか

らの寺社が点在しています。 

（資料）住民基本台帳 （平成 21年 10月現在） 
 

■地域のまちづくり方針                  

①交流拠点である稲沢市役所周辺における快適

な居住環境の創出 

・稲沢市役所周辺における生活サービス機能、交

流機能の強化 
・公共施設近隣という利便性を活かした良好な住

宅の誘導 
 

②矢合周辺の暮らしに息づくみどりと歴史を活

かしたまちづくりの推進 

・三宅川沿いや矢合地域の寺社が連携した水と緑

のネットワークづくり 
 
 
 

■整備方針                  

■拠点配置                                          

○交流拠点 

・稲沢市役所を活かした生活サービス機能、交流

機能の強化 
 
■土地利用                                         

○住宅地 

・地区計画等による良好な居住環境の維持・保全 
○商業地 

・商業施設周辺の道路環境の整備 
○市街化調整区域 

・良好な居住環境の維持 

■交通体系                  

・(都)春日井稲沢線と(都)西尾張中央道の交差点関
連整備 
・東西軸（(都)南大通線、(都)祖父江稲沢線）の整
備促進 

 

■都市環境                  

・矢合周辺の社寺と三宅川、観音川を活かした散

策路の活用 
・特徴的な緑である矢合周辺の緑環境の保全 

 

■防災                          

・三宅川の改修促進に対する県への要望推進 
 
■景観                       

・矢合周辺の緑景観の保全 
・歴史的遺産である尾張国分寺跡の保全・活用 
・農地景観の保全 

 明治地域 
全市に対する割合 

（全市の平均を１

とした指数） 

地域面積 １１．１４k ㎡ １４．０％ 

面積 ０．３０k ㎡ ３．３％ 市街化区

域面積 割合 ２．７％ － 

人口 １４，００７人 １０．４％ 

人口密度 １，２５７人/K ㎡ （０．７４） 

高齢化率 １６．６１％ （０．９４） 

世帯数 ４，４６４戸 ９．３％ 

世帯当たり人口 ３．１４人／戸 （１．１２） 
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４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

矢合周辺の緑景観

の保全 

(都)春日井稲沢

線と(都)西尾張

中央道の交差点

関連整備 

公共サービス機能、

交流機能の集積 

矢合周辺の散策路の活用 

(都)南大通線、(都)祖父

江稲沢線の整備促進 

尾張国分寺跡の歴史

的遺産の保全・活用 

４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

図 4-4 明治地域方針図 

尾張国分寺跡 
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千代田地域の方針                                               

まちづくりテーマ 緑が人を癒し、花が人を優しくするまち千代田 

■地域の特性                  

 

千代田地域は、市の南部に位置し、美和町、愛

西市に隣接しています。全体に水田が広がってお

り、自然豊かな地域となっています。また地域の

中心には、工業団地や大規模工場が立地していま

す。 

（資料）住民基本台帳 （平成 21年 10月現在） 
 

■地域のまちづくり方針                  

①工業地周辺における適切な工業系土地利用の誘

導 

・良好な操業環境の維持・改善 
・既存大規模工場の生産拡大に伴う拡張ニーズへ

の対応 
 
②自然環境と集落環境を中心とした落ち着きの

あるまちづくりの推進 

・良好な居住環境の維持 
・地域の特徴である、花や緑と、三宅川を活かし

た水と緑のネットワークづくり 
・豊かな田園風景を活かした景観形成 
 

 

■整備方針                  

■拠点配置                                          

○工業物流拠点 
・既存工場地との一体的な土地利用による生産・

物流機能の誘導 

■土地利用                                         

○工業地 

・既存工場地との一体的な土地利用と新たな生

産・物流機能の誘導 
・地区計画を活用した大規模工業地の維持・拡大 
○市街化調整区域 

・良好な居住環境の維持 

■交通体系                   

・(都)馬飼稲沢線、(都)一宮蟹江線の整備促進 
・(都)一宮蟹江線と県道給父清洲線の交差点改良 

■都市環境                   

・矢合地区と連携した、散策路の活用 
・目比地区親水公園における親水空間の整備 
・工場における緑化促進 

■防災                          

・目比川の改修促進に対する県への要望推進 
・防災拠点整備に関する検討 

■景観                       

・農地景観の保全 
・歴史的遺産である尾張国分寺跡の保全・活用

 千代田地域 
全市に対する割合 

（全市の平均を１

とした指数） 

地域面積 １０．７１k ㎡ １３．５％ 

面積 ０．２３k ㎡ ２．６％ 市街化区

域面積 割合 ２．１％ － 

人口 ８，０６９人 ６．０％ 

人口密度 ７５３人/K㎡ （０．４４） 

高齢化率 ２３．１４％ （１．１０） 

世帯数 ２，７２８戸 ５．７％ 

世帯当たり人口 ２．６９人／戸 （１．０６） 
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既存工場地との一体的な

土地利用による生産・物

流機能の誘導 

 (都)馬飼稲沢線、(都)

一宮蟹江線の整備促進 

尾張国分寺跡の歴史

的遺産の保全・活用 

防災拠点整

備の検討 

図 4-5 千代田地域方針図 

目比地区親水公園 

交差点の改良 

４．地域別構想 

（２）地域別の方針 
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大里西地域の方針                                               

まちづくりテーマ 歴史を守り、住環境と利便性の調和した活気ある都市づくり 

■地域の特性                  

 

大里西地域は、市の南東部に位置し、甚目寺町、

清須市に隣接しています。地域の東沿いに名鉄名

古屋本線が通り、大里駅、奥田駅を有する名古屋

への交通利便性の高い地域で、地域北部には大規

模住宅団地がみられます。地域全体を占める市街

化調整区域においては、住宅団地や大規模な集落

が形成されています。また一部において工業系土

地利用となっており、住工の混在がみられます。 

（資料）住民基本台帳 （平成 21年 10月現在） 
 

■地域のまちづくり方針                  

①大里駅、奥田駅周辺というポテンシャルを活か

した良好な居住環境の維持 

・既存住宅地における良好な居住環境の保全 
・駅へのアクセス道路における歩道や自転車道の

設置の検討 
 
 
 

 

■整備方針                  

■拠点配置                                          

○工業物流拠点 
・既存工場地との一体的な土地利用による生産・

物流機能の誘導 

■土地利用                                         

○住宅地 

・地区計画等による良好な居住環境の維持・保全 
○市街化調整区域 

・良好な居住環境の維持 

■交通体系                   

・名鉄名古屋本線の立体交差化の検討 
・(都)春日井稲沢線、 (都)一宮蟹江線、 (都)馬飼
稲沢線の整備促進 
・(都)稲沢甚目寺線の線形見直し 

■都市環境                   

・住宅地における都市公園の整備促進 
・大里東地区と連携した歴史的資源を活かした水

と緑のネットワークづくり 

■防災                          

・福田川の排水機能の向上に向けた整備要望 

 

■景観                       

・農地景観の保全 
 
 

 大里西地域 
全市に対する割合 

（全市の平均を１

とした指数） 

地域面積 ５．３３k ㎡ ６．７％ 

面積 ０．４５k ㎡ ５．０％ 市街化区

域面積 割合 ８．４％ － 

人口 １２，４１３人 ９．２％ 

人口密度 ２，３２９人/K ㎡ （１．３７） 

高齢化率 ２６．３０％ （１．２６） 

世帯数 ４，４９５戸 ９．３％ 

世帯当たり人口 ２．７６人／戸 （０．９９） 
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４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

(都)馬飼稲沢線の

整備促進 

名鉄名古屋本線の立体交

差化の検討 

既存工場地との一体的

な土地利用による生

産・物流機能の誘導 

(都)春日井稲沢線の

整備促進 

４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

(都)稲沢甚目寺線の

線形見直しの検討 

図 4-6 大里西地域方針図 
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大里東地域の方針                                               

まちづくりテーマ 新旧の誇り（美濃街道・タワー）を持ち、暮らしやすさを実感

できるまちづくり 
 

■地域の特性                  

 

大里東地域は、市の東部に位置し春日町、清須

市に隣接している。地域の東沿いにＪＲ東海道線、

西沿いに名鉄名古屋本線が通り、名鉄大里駅、Ｊ

Ｒ清洲駅を有する名古屋への交通利便性の高い

地域です。また、駅を中心として住宅地、集落が

形成され、地域中心部には農地が広がっています。

また、地域北西部は大規模工場が立地しています。 

（資料）住民基本台帳 （平成 21年 10月現在） 
 

■地域のまちづくり方針                  

①名鉄大里駅、ＪＲ清洲駅周辺というポテンシャ

ルを活かした良好な居住環境の創出 

・JR清洲駅周辺における土地区画整理事業推進 
・既存住宅地における良好な居住環境の保全 
・駅周辺への生活利便施設の誘導 
 

②工業地周辺における適切な工業系土地利用の誘

導 

・良好な操業環境の維持・改善 
・既存大規模工場の生産拡大に伴う拡張ニーズへ

の対応 
 

■整備方針                  

■拠点配置                                          

○工業物流拠点 
・既存工場地との一体的な土地利用による生産・

物流機能の誘導 

■土地利用                                         

○住宅地 

・土地区画整理事業の推進 
・地区計画等による良好な居住環境の形成 
○工業地 

・地区計画を活用した大規模工業地の維持・拡大 

・住工混在の解消 
○市街化調整区域 

・良好な居住環境の維持 

■交通体系                   

・(都)春日井稲沢線の整備促進 
・(都)稲沢甚目寺線の線形見直しの検討 
・ＪＲ清洲駅の駅前広場の整備検討 
・名鉄名古屋本線の立体交差化の検討 

■都市環境                   

・大里西地区と連携した歴史的資源を活かした水

と緑のネットワークづくり 
・工場における緑化促進 

■防災                          

・福田川の排水機能の向上に向けた整備要望 

■景観                       

・地域の歴史的資源の景観保全の検討 
・農地景観の保全

 大里東地域 
全市に対する割合 

（全市の平均を１

とした指数） 

地域面積 ４．３７k ㎡ ５．５％ 

面積 ０．８６k ㎡ ９．６％ 市街化区

域面積 割合 １９．７％ － 

人口 １１，１４３人 ８．３％ 

人口密度 ２，５５０人/K ㎡ （１．５０） 

高齢化率 ２１．１０％ （１．０１） 

世帯数 ４，３７０戸 ９．１％ 

世帯当たり人口 ２．５５人／戸 （０．９１） 
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４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

既存工場地との

一体的な土地利

用による生産・

物流機能の誘導 

(都)春日井稲沢線の

整備促進 

ＪＲ清洲駅前広場

の整備の検討 

 

大里駅の利便性の向上 

歴史的資源の景観保全の検

討 

 

土地区画整理事業

の推進 

 

４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

(都)稲沢甚目寺線の

線形見直しの検討 

名鉄名古屋本線の

立体交差化の検討 

図 4-7 大里東地域方針図 
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下津地域の方針                                               

まちづくりテーマ 新稲沢の顔・下津 

～交通アクセスの良さを活かした緑豊かで安全な暮らしづくり～ 
 

■地域の特性                  

下津地域は、市の東部に位置し一宮市・清須市

に隣接しています。JR 稲沢駅東側の土地区画整
理事業により、大規模商業施設や大型マンション

が立地し、新しいまちの形成が進んでいます。地

域の北東に一宮インターチェンジがあり、交通利

便性の高い地域になっています。また、地域東部

に流れる青木川を中心に水田が広がっています。 

（資料）住民基本台帳 （平成 21年 10月現在） 
 

■地域のまちづくり方針                  

①都市拠点である JR 稲沢駅を中心とした新たな

住宅地と大規模商業が共生した活力あふれる

まちづくりの推進 

・JR 稲沢駅周辺における土地区画整理事業の推
進 
・周辺環境と大規模商業施設の調和（交通量増加

への対策の検討等） 
・駅及び商業施設周辺という立地特性を活かした

良好な都市型住宅の供給 
・市街地拡大の検討 
・都市拠点にふさわしい景観の形成 
 
②東西連携軸の整備による東西市街地を結ぶ交

通利便性の確保 

・東西道路の早期整備による交通の円滑化 

■整備方針                  

■拠点配置                                          

○都市拠点 

・尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業の推進 
・都市拠点にふさわしい景観の形成 
・JR稲沢駅を中心とした交通結節機能の強化 

■土地利用                                         

○住宅地 

・JR稲沢駅周辺における土地区画整理事業の推進 
・地区計画等による良好な居住環境の形成 
・駅周辺における新たな住宅地整備の検討 
○商業地 

・大型商業施設を活かしたまちづくりの推進 
○市街化調整区域 

・良好な居住環境の維持 

■交通体系                   

・(都)稲沢西春線、(都)名古屋岐阜線の整備促進 
・稲沢新駅構想の検討  
・鉄道と道路の立体交差化 

■都市環境                   

・歴史的資源やフィットネスロードなどを活用し

た水と緑のネットワークづくり 
・土地区画整理事業における新規公園の整備 

■防災                          

・都市化に対応した雨水対策の強化 

■景観                       

・歴史的資源の景観保全の検討 
・都市拠点の景観整備 
・農地景観の保全

 下津地域 
全市に対する割合 

（全市の平均を１

とした指数） 

地域面積 ４．１４k ㎡ ５．２％ 

面積 ０．６５k ㎡ ７．２％ 市街化区

域面積 割合 １５．７％ － 

人口 ８，１９５人 ６．１％ 

人口密度 1，９７９人/K㎡ （１．１６） 

高齢化率 １６．７４％ （０．８０） 

世帯数 ２，８８７戸 ６．０％ 

世帯当たり人口 ２．８４人／戸 （１．０１） 
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４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

新駅構想 

稲沢駅周辺における土地

区画整理事業の推進 

 

(都)稲沢西春線の

整備促進 

大規模商業施設を活かし

たまちづくりの推進 

稲沢駅を中心とした交通結

節機能の強化 

都市拠点にふさわしい景観

の形成 

市街地拡大の検討 

４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

図 4-8 下津地域方針図 
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小正地域の方針                                               

まちづくりテーマ 風と緑を感じ、笑顔に会いたくなるまち小正 

■地域の特性                  

小正地域は、市の北東部に位置しています。地

域中心には、多数の参拝者が訪れる尾張大國霊神

社（国府宮）があります。また、その南側一帯は

区画整理がなされ、閑静な住宅街が広がっていま

す。地域の東西には、名鉄国府宮駅と JR 稲沢駅
があり、交通利便性の高い地域となっています。

また、地域北西部に流れる大江川沿いは畑が、鉄

道沿いには水田が広がっています。 

（資料）住民基本台帳 （平成 21年 10月現在） 
 

■地域のまちづくり方針                  

①都市拠点である名鉄国府宮駅、JR稲沢駅周辺と

いうポテンシャルを活かした利便性の高い居

住環境の創出 

・名鉄国府宮駅、JR 稲沢駅周辺という立地特性
を活かした良好な住宅市街地の創出（市街地拡

大の検討） 
・都市拠点にふさわしい景観の形成 
 

②尾張大國霊神社の歴史文化を活かしたまちづ

くりの推進 

・緑景観の保全 
 
③JR 稲沢駅と名鉄国府宮駅を結ぶ東西連携軸の

交通利便性の確保、沿道の魅力化 

・東西道路の早期整備による交通の円滑化 
・(都)中大通線を中心とした歩道整備の検討、沿
道への商業施設の誘導 

■整備方針                  

■拠点配置                                          

○都市拠点 

・都市拠点にふさわしい景観の形成 
・名鉄国府宮駅、JR稲沢駅を中心とした交通結節
機能の強化 
○工業物流拠点 
・既存工場地との一体的な土地利用 

■土地利用                                         

○住宅地 

・駅周辺における新たな住宅地整備 
・地区計画等による良好な居住環境の形成 
○商業地 

・名鉄国府宮駅東側の活性化 

○市街化調整区域 

・良好な居住環境の維持 

■交通体系                   

・(都)稲沢西春線、(都)春日井稲沢線の整備促進 
・(都)稲沢甚目寺線の線形見直しの検討 
・(都)中大通線を中心とした歩行者空間の整備検討 
・名鉄名古屋本線の立体交差化の検討 

■都市環境                   

・尾張大國霊神社と文化の丘（市民会館、図書館

周辺）などと、文化の杜をつなげる水と緑のネ

ットワークづくり 
・名鉄国府宮駅、JR稲沢駅周辺における緑の保全 
・市民病院建設に伴う周辺環境の整備 

■防災                          

・福田川の排水機能の向上に向けた整備要望 

■景観                       

・尾張大國霊神社周辺の景観保全 
・都市拠点の景観整備 
・農地景観の保全

 小正地域 
全市に対する割合 

（全市の平均を１

とした指数） 

地域面積 ４．７０k ㎡ ５．９％ 

面積 １．８０k ㎡ ２０．０％ 市街化区

域面積 割合 ３８．２％ － 

人口 ２０，９８８人 １５．６％ 

人口密度 ４，４６６人/K ㎡ （２．６２） 

高齢化率 １７．５５％ （０．８４） 

世帯数 ８，３９３戸 １７．４％ 

世帯当たり人口 ２．５０人／戸 （０．８９） 
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４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

駅を中心とした交通結

節機能の強化 

都市拠点にふさわしい

景観の形成 

(都)中大通線を中心とした

歩行者空間の整備検討 

名鉄名古屋本線の

立体交差化の検討 

尾張大國霊神社の参道の

活性化、境内の緑と参道か

らの景観の保全 

 

(都)稲沢西春線の

整備促進 

(都)春日井稲沢線

の整備促進 

市街地拡大の検討 

４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

(都)稲沢甚目寺線の

線形見直しの検討 

名鉄名古屋本線の

立体交差化の検討 

市民会館 

図書館 

図 4-9 小正地域方針図 

尾張大國霊神社 

市民病院建設予定地 
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稲沢地域の方針                                               

まちづくりテーマ 歴史や水と緑を活かした安心して暮らせる活気ある都市づくり 

 

■地域の特性                  

稲沢地域は、市の中央部に位置しており、名鉄

国府宮駅を中心に市の中心商業地を形成してい

ます。地域の西端には稲沢市役所があり、生活利

便性の高い地域です。また、地域中心に三宅川が

流れているほか、文化の杜である稲沢公園、美術

館周辺には大学もあり、緑の豊かな文化発信地域

になっています。 

（資料）住民基本台帳 （平成 21年 10月現在） 
 

■地域のまちづくり方針                  

①都市拠点である名鉄国府宮駅を中心とした賑

わいのあるまちづくりの推進 

・名鉄国府宮駅、稲沢市役所周辺という立地特性

を活かした良好な住宅市街地の創出 
・都市拠点の景観整備 
 
②行政、商業、文化機能の集積を活かした質の高

い居住環境の形成 

・稲沢地区の土地区画整理事業の推進 
・稲沢市役所周辺という立地特性を活かした良好

な住宅市街地の整備・公共サービス機能の充実 
・文化の杜、稲葉宿、三宅川などを結ぶ歩行者ネ

ットワークの形成 
 

■整備方針                  

■拠点配置                                          

○都市拠点 

・都市拠点にふさわしい景観の形成 
・名鉄国府宮駅を中心とした交通結節機能の強化 
○交流拠点 

・稲沢市役所を活かした生活サービス機能、交流

機能の強化 

■土地利用                                         

○住宅地 

・既成市街地の居住環境整備 
・駅周辺における新たな住宅地整備 
・地区計画等による良好な居住環境の形成 
○工業地 

・住工混在の解消 

○市街化調整区域 

・良好な居住環境の維持 

■交通体系                   

・一宮西港道路の整備促進 
・(都)春日井稲沢線、(都)稲沢西春線の整備促進 
・(都)一宮蟹江線と(都)稲島線の交差点の改良 
・（都)木全池部線の一方通行の解消 
・名鉄名古屋本線の立体交差化の検討 

■都市環境                   

・文化の杜(稲沢公園、荻須記念美術館周辺)と文化
の丘や旧街道などをつなげる散策路の活用 
・既成市街地における下水道の整備促進 
・河川の水質の向上 

■防災                          

・民間建築物の耐震化の促進 
・雨水調整池の整備 
・冠水対策の推進 
・三宅川の改修促進に対する要望 
・稲葉川の排水機能向上の促進 

■景観                       

・歴史的資源の景観保全の検討 
・都市拠点の景観整備 
・農地景観の保全

 稲沢地域 
全市に対する割合 

（全市の平均を１

とした指数） 

地域面積 ７．９６k ㎡ １０．０％ 

面積 ２．３２k ㎡ ２５．８％ 市街化区

域面積 割合 ２９．１％ － 

人口 ２４．６７３人 １８．８％ 

人口密度 ３，１００人/K ㎡ （１．８２） 

高齢化率 １９．０２％ （０．９１） 

世帯数 ９，４２１戸 １９．６％ 

世帯当たり人口 ２．６２人／戸 （０．９４） 
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４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

（都)木全池部線の

一方通行の解消 

交差点の改良 

(都)稲沢西春線の

整備促進 

土地区画整理事業

の推進 

(都)春日井稲沢線の

整備促進 

国府宮駅を中心とした交

通結節機能の強化 

都市拠点にふさわしい景

観の形成 

市街地拡大の検討 

都市環境の保全、都

市機能の充実 

冠水対策 

名鉄名古屋本線の

立体交差化の検討 

公共サービス機能、

交流機能の充実 

４．地域別構想 

（２）地域別の方針 

既成市街地の居住環

境整備 

荻須記念美術館 

 

稲沢公園 

図 4-10 稲沢地域方針図 


