
都市計画マスタープランについて 

（１）目的と役割 

住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫の下に住民の意見を反

映しながら、まちづくりの具体性のある将来ビジョンを確立し、地域別のあ

るべき市街地像を示すとともに、地域別の整備課題に応じた整備方針、地域

の都市生活、経済活動などを支える諸施設の計画をきめ細かくかつ総合的に

定め、市町村自らが定める都市計画の指針としての役割を果たすものです。

（都市計画運用指針） 

 

（２）根拠法令 

都市計画法第 18 条の２ 「市町村の都市計画に関する基本的な方針」 

 

（３）計画の位置づけ 

計画期間は 10 年後の 2029（令和 11）年度末までとします。 

本市の行政運営全般を対象とした最上位

の将来計画 

愛知県が広域的見地から都市計画区域の

将来像を明確にするとともに、その実現に

向けての道筋を明らかにしたもの 

 

・本市の都市計画の総合的な指針であり、全体構想と地域別構想で構成 

・全体構想は、本市が目指すまちの実現に向け、個々の都市計画（将来

の土地利用、都市施設の整備など）の大きな方針（都市づくり全体の

道筋）を明らかにしたもの 

・地域別構想は、市内を複数の地域に区分し、各地域の具体的なまちづ

くり方針を明らかにしたもの 

稲沢市都市計画マスタープラン 

関連計画 

分野別計画 

整合 

個別都市計画の決定、具体的な規制誘導や事業の実施 

稲沢市ステージアッププラン 尾張都市計画区域マスタープラン
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Ⅰ. 全体構想 

１．都市づくりの目標 

上位計画である『稲沢市ステージアッププラン』の「稲沢市が目指すまち」を実現するため、「基本的課題」を踏まえ、

「都市づくりの目標」を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．将来市街地規模の設定 

○名古屋市近郊という地理的特性を生かした新たな人口定着を図り、核家族化が進行することによる世帯数増加に対

応します。そのため、新たに必要となる住居系市街地の面積は、約 46haを見込んでおります。 

 

○本市の産業の成長に対応するとともに、広域的な交通利便性を生かした企業誘致を進めていくことにより、将来の市

内総生産の増額を見込みます。そのため、新たに必要となる産業用地の面積は、約 30ha を見込んでおります。 
 
 

３．将来都市構造 

① 将来ビジョン 

長期的な都市づくりを展望しておくため、概ね 30～40年後を見据えた将来ビジョンを示します。 

【中心市街地及びその周辺】 

○名鉄国府宮駅及びＪＲ稲沢駅周

辺については、都市機能を充実し

つつ、一体の中心市街地として利

便性をさらに向上していきます。 

○市民の生活を支える中心地として

ポテンシャルが高い名鉄国府宮

駅の周辺は、鉄道の高架化事業

を進め、分断が解消された生活

利便性の高い市街地を形成して

いきます。 

○ＪＲ稲沢駅周辺は、広域から人が

集まり交流する市街地を形成して

いきます。 

【その他の地域】 

○人口動向を見極めつつ、生活利

便性を維持するための都市機能

の再配置や住宅地の整備などを

進めていきます。 

 

② 今後 10年で目指す将来都市構造 

名鉄国府宮駅及びＪＲ稲沢駅周辺における高密度な市街地形成により、にぎわいを創出し、都市機能の強化を

図ります。また、都市機能を維持していくためには、定住人口の確保が不可欠であるため、これに隣接する市街化調

整区域において新たな市街地を形成します。 

その他の既存市街地においては、今後も快適な生活ができる住環境を維持します。また、本市の人口の約６割が

居住する市街化調整区域においては、地域コミュニティを維持するため、市民生活を支える鉄道駅をはじめとする既

存ストックを活用した定住の促進を図ります。 

そして、これら各地域を相互につなぐネットワークを形成することで、誰もが都市的サービスを享受できる都市構造

を構築します。 

 

都市づくりの目標 
 

実現 

図表 中心市街地及びその周辺における将来ビジョン 

稲沢市が目指すまち 

■市民が、将来もずっと暮らし続けるまち   ■名古屋圏で働く人が、暮らしの場として憧れるまち 

○将来の人口減少・高齢化に対応した

都市構造の構築 

○中心市街地（名鉄国府宮駅及びＪＲ

稲沢駅周辺）の活性化・にぎわい創

出 

○人口減少に歯止めをかける計画的

な住居系新市街地の形成 

○市民の移動を支える公共交通や道

路の交通ネットワーク構築 

都
市
構
造 

■暮らしを便利にする都市づくり 
名鉄国府宮駅及びＪＲ稲沢駅周辺への都市機能の集積を

強化するとともに、それら都市機能を支える居住を誘導し、コン
パクトで魅力的な中心市街地の形成による市民交流の活性化
を目指します。また、市街化調整区域の鉄道駅、支所及び市
民センター周辺において日常生活を支える拠点形成を目指し
ます。さらに、容易に中心市街地や主要な施設にアクセスでき
るネットワークの形成・充実を目指します。 

都
市
活
力 

○産業振興や、さらなる産業立地の受

け皿の確保 

○本市の特色である植木産業をはじめ

とする農業の振興 

○本市に分布する観光資源を生かした

観光の振興 

 

■  
名古屋駅からのアクセス性や広域交通条件に恵まれた本市

の立地特性を生かし、新たな産業系市街地形成や尾張大國
霊神社（国府宮）、木曽川をはじめとする本市の観光資源を生
かした交流促進などにより、活力に満ちた都市づくりを目指しま
す。 

 

都
市
生
活 

○市民の約６割が居住し、高齢化が進

行する市街化調整区域における暮ら

しやすさの維持 

○若者世代の転入を呼び込む市街地

の形成 

○想定される災害リスクを踏まえた災

害に強い都市の形成 

 

■便利な生活を安心・安全におくることができる都市づくり 
日常生活に必要な機能や公共交通サービスが住まいの身

近に確保された生活圏構築や想定される災害リスクを踏まえ
た防災・減災への対応、バリアフリー化の促進などにより、便利
な生活を安心・安全におくることができる都市づくりを目指しま
す。 

■若い世代が住みたくなる都市づくり 
住環境、教育環境の整備や通勤・通学の利便性の確保な

ど、若い世代が生活をおくるうえで必要な環境を整えることによ
り、若い世代が住みたくなる都市づくりを目指します。 

 

都
市
環
境 

○社寺林、農地や木曽川など豊かな

自然環境の保全 

○公共交通や自転車の利用促進によ

る環境負荷の低減 

■  
本市の社寺林、農地や木曽川など豊かな自然環境の保

全、公共交通や自転車の利用促進による環境負荷の低減に
より、豊かな自然が感じられ、環境負荷が小さい都市づくりを目
指します。 

 

都
市
運
営 

○既存ストックを最大限生かしたインフ

ラ施設の長寿命化などによるコスト削

減 

○必要な公共サービスの維持と施設

量の適正化 

 

■次世代に引き継ぐ効率的な都市づくり 
鉄道駅などの既存ストックを最大限活用した都市基盤施設

の整備や公共施設の再編・総量適正化を行うなど、人口減
少・超高齢社会に対応した次世代に引き継ぐ効率的な都市づ
くりを目指します。 

 

基本的課題 都市づくりの目標 
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４．土地利用の方針 

① 市街化区域の土地利用の方針 

○都市拠点の形成に資する新たな市街地整備 

名鉄国府宮駅周辺に位置する稲島東地区、高御堂南地区、正明寺地区、ＪＲ稲沢駅周辺に位置する

国府地区において、公共交通や生活利便性を生かしたまちなかへの居住を促進する新たな市街地整備

を図ります。 

○名鉄国府宮駅周辺の再整備による商業機能の集積 

市街地再開発事業などにより、都市機能と居住機能が融合した活気ある土地利用を促進します。ま

た、空き家や空き店舗の活用などにより、商業系用途地域における商業集積を進めます。 

○身近な都市機能立地による日常生活利便性の維持 

今後も市民の日常生活に密接に関連する都市機能の立地を継続し、市民の日常生活利便性を維持し

ます。 

○既存工業地における操業環境の維持 

既存の大規模工場や工業団地においては、周辺環境との調和を図りながら、良好な操業環境を維持

していきます。また、必要に応じて生産活動を継続・拡大できるように、地区計画などを活用し、工

業地としての機能を維持・強化します。 

 

② 市街化調整区域の土地利用の方針 

○無秩序な開発の抑制による農地の保全 

新たに市街地整備を推進する区域との調整を図りつつ、無秩序な開発を抑制し、保全を図ります。 

○地域交流拠点における定住促進 

公共公益施設が集積している支所及び市民センター周辺や交通の利便性が高い鉄道駅を生かして、

地区計画などを活用することにより、定住を促進し、人口の維持を図ります。 

○住み慣れた地域での定住人口の維持 

既存ストックを生かした地区計画などの活用により、住み慣れた地域での定住人口の集約化を図り

ます。 

○立地特性を生かした新たな工業系市街地の創出 

広域交通の利便性が高い清水地区、赤池地区周辺において新たな工業系市街地の確保を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．都市施設整備の方針 

① 交通体系 

○東西連携軸である都市幹線道路の優先的な整備 ○交通渋滞及び踏切対策 

○必要性・実現性に配慮した都市計画道路の見直し ○名鉄国府宮駅における交通結節機能の強化 

○鉄道の高架化 

② 都市環境 

○拠点にふさわしい公園・緑地機能の充実 ○公園・緑地の整備 

○特徴的な緑の保全・活用 ○市民協働による緑づくり 

○河川・水路の整備 ○下水道の整備と維持管理 

③ 防災 

○防災拠点の確保及び機能充実 ○災害時におけるライフラインの確保 

○防災・減災に配慮した市街地整備 

④ 景観 

○特徴的な自然景観の形成 ○歴史的資源を生かした景観形成 

○良好な市街地景観の形成  

図表 将来都市構造図（拠点・ゾーン） 
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Ⅱ. 地域別構想 

１．地域区分 

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などから、支所及び市民センター地

区を基本に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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域別の方針 

各地域の地域特性、地域の評価（市民アンケート調査）、地域の現状と課題を踏まえ、以下のように地域のまちづくり

方針を定めます。 

① 祖父江地域 

○祖父江支所周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○名鉄森上駅の周辺では、日常生活に関連する都市機能の立地を推進し、空き家の活用や地区計画などに

より定住人口の維持 

○市街化調整区域に立地する鉄道駅の周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○自然環境に恵まれたサリオパーク祖父江の特色を生かして、交流を促進 

○銀杏畑をはじめとする農地景観の保全 

② 平和地域 

○平和支所周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○名鉄六輪駅の周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○生産・物流機能の集積 

○桜ネックレスと勝幡城跡など、地域資源の連携を検討 

 

 

 

 

③ 明治地域 

○市役所周辺では、公共公益施設や商業施設などの都市機能の維持 

○明治市民センター周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○隣接する一宮市の工業系土地利用と整合を図り、立地特性を生かした産業立地を推進 

○史跡尾張国分寺跡周辺において緑の軸を生かした交流の促進 

○大塚井筋において散策路の整備を促進 

④ 千代田地域 

○千代田市民センター周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○地区計画などを活用した既存工業地における操業環境の維持・向上 

○大塚井筋において散策路の整備を促進 

⑤ 大里西地域 

○大里西市民センター周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○市街化調整区域に立地する鉄道駅の周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○空き家の発生抑制や適正管理、利活用により、良好な住環境の維持 

⑥ 大里東地域 

○大里東市民センター周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○市街化調整区域に立地する鉄道駅の周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○(都)春日井稲沢線の整備を促進 

⑦ 下津地域 

○ＪＲ稲沢駅周辺では、商業施設をはじめとする都市機能の維持 

○下津市民センター周辺では、空き家の活用や地区計画などによる定住促進を検討 

○一宮インターチェンジに近接するなど、立地特性を生かした産業立地を推進 

⑧ 小正地域 

○名鉄国府宮駅周辺における再整備による都市機能の充実 

○名鉄名古屋本線の高架化実現を見据えた駅周辺の一体的なまちづくりを推進 

○尾張大國霊神社（国府宮）周辺と参道を生かした交流促進のための環境整備を検討 

○まちなか居住を促進する新たな市街地整備 

⑨ 稲沢地域 

○名鉄国府宮駅周辺における再整備による都市機能の充実 

○名鉄名古屋本線の高架化実現を見据えた駅周辺の一体的なまちづくりを推進 

○市役所周辺では、公共公益施設や商業施設などの都市機能の維持 

○まちなか居住を促進する新たな市街地整備 

○雨水調整池の整備を検討するなど、冠水対策を推進 

 

図表 地域区分図 
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Ⅲ. 重点施策 

１．重点施策エリアの設定 

都市中心拠点にふさわしいまちづくりを

進める地域として、各種の取組みが連動し、

一体となった厚みのある市街地整備を進

めるべく、名鉄国府宮駅周辺を重点施策

エリアと設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本的考え方 

名鉄名古屋本線の高架化実現に向けた取組みにより東西のまちの一体感を醸成し、民間開発を誘発するような

名鉄国府宮駅周辺の再整備を行います。あわせて、新たな転入者を呼び込む市街地整備により都市機能の強化を

図ることで、都市中心拠点にふさわしい一体的な市街地の形成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．主な取組み方針 

重点施策エリアにおける将来のあるべき姿のイメージを見据えたうえで、基本的考え方のもと、今後の主な取組み

方針を掲げます。 

〇市街地再整備の推進 

名鉄国府宮駅周辺の活性化の礎となる再整備事業を推進します。公共施設と商業施設が融合した複

合施設の立地を推進します。 

〇交通結節機能の強化 

マイカーだけでなく、タクシーやバスも利用しやすい駅前広場となるよう拡充を推進します。 

また、パークアンドライドを推進する公共駐車場や自転車駐車場の整備について検討を進めます。 

〇新たな住居系市街地の整備 

居住ニーズの高い駅近において、防災に配慮した住居系市街地の整備を推進します。 

稲島東地区及び高御堂南地区では、日常生活に身近な店舗を誘導する土地利用を図っていきます。 

正明寺地区は、住宅地の供給を中心としながらも、「文化の丘」を訪れる人のニーズに応える都市機

能サービスについて検討し、南北に広がる市街化区域のまち並みと調和が取れた土地利用を図ってい

きます。 

〇名鉄名古屋本線の高架化 

鉄道事業者などの関係機関と調整しながら名鉄名古屋本線の高架化実現に向けた取組みを進めます。

また、都市計画道路をはじめとする道路と鉄道との交差形態について検討を進めます。 

 

Ⅳ. 実現化方策 

１．計画の実現に向けた考え方 

計画の実現に向けては、以下のような基本的な考え方により効率的・効果的なまちづくりの推進に努めます。 

〇 情報の共有化 〇 市民協働によるまちづくり 

〇 まちづくり手法の検討 〇 まちづくり推進体制の整備 

〇 都市計画マスタープランの見直し 

 

２．計画の進捗管理 

都市づくりの目標で示した５つの視

点（都市構造、都市活力、都市生活、

都市環境、都市運営）ごとに、指標及

び目標値・方向性を設定します。 

なお、指標及び目標値・方向性に

ついては、『稲沢市ステージアッププラ

ン』に基づいた設定とします。 

 

 

図表 重点施策エリア 

図表 重点施策エリアにおけるまちづくりイメージ 

都市づくり 

の目標 
指標 

目標値・方向性 
（2029（令和 11）年度） 

都市構造 
住居系市街地の新規増分 46ha 

産業系市街地の新規増分 30ha 

都市活力 
商品販売額 ↗ 
製造品出荷額等 ↗ 

都市生活 

都市計画道路整備率 ↗ 
市民一人当たりの都市公園面積 5.4 ㎡/人 

下水道の汚水処理人口普及率 ↗ 
都市環境 コミュニティバスの一日平均利用者数 ↗ 
都市運営 公共施設の総延床面積（普通会計分） ↘ 

 

図表 評価指標 
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