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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 170 ha

平成 24 年度　～ 平成 28 年度 平成 24 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ 平成23年度 平成28年度

人 平成23年度 平成28年度

人/年 平成23年度 平成28年度100人３．まちづくり活動参加人数 地域住民が開催するまちづくり活動の参加人数 持続的にまちづくりを進めるために、まちづくりに対する意識の向
上や人のつながりを維持形成する。

0人

0%

２．公園利用可能人口の増加
土地区画整理事業区域内における

公園誘致距離内の利用可能人口の増加
健康に生活でき、災害時の避難場所として安心して生活できる公
園整備を進め、公園利用可能人口の増加を目指す。

0人 318人

１．消防活動困難区域率
土地区画整理事業区域内における

幅員６ｍ道路から120ｍ以上離れた区域率の低減
土地区画整理事業区域内で消防活動困難な箇所を低減させ、安
心して生活できるまちづくりを図る。

32%

●市道下之郷六角堂線の整備を行い、交通利便性と安心・安全性を確保することが必要である。

●良好な居住環境を確保するために、整備可能な区域より順次面整備や道路整備を進めていくことが必要である。

●良好な農地を景観として取り入れ、清須市春日地区らしいまちづくりを進めることが必要である。

●都市計画マスタープラン（目標年次：平成30年）において、春日西部地区のまちづくりで担うべき内容として次の項目が挙げられている。
　　　　　・安全でゆとりある居住環境の形成
　　　　　・自然と共生した暮らしやすい自然環境の形成
　　　　　・誰もが快適に利用できる交通環境の形成

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 愛知県 清須市 春日西部地区

計画期間 交付期間 28

大目標：田園に囲まれて、健やかに安心して暮らせるまちづくり大目標：田園に囲まれて、健やかに安心して暮らせるまちづくり大目標：田園に囲まれて、健やかに安心して暮らせるまちづくり大目標：田園に囲まれて、健やかに安心して暮らせるまちづくり
　　　　目標1：安心して生活できるまちづくり　　　　目標1：安心して生活できるまちづくり　　　　目標1：安心して生活できるまちづくり　　　　目標1：安心して生活できるまちづくり
　　　　目標2：身近に自然が感じられるまちづくり　　　　目標2：身近に自然が感じられるまちづくり　　　　目標2：身近に自然が感じられるまちづくり　　　　目標2：身近に自然が感じられるまちづくり
　　　　目標3：健康に生活できるまちづくり　　　　目標3：健康に生活できるまちづくり　　　　目標3：健康に生活できるまちづくり　　　　目標3：健康に生活できるまちづくり

●本地区は、清須市春日地区の西部地域で、JR清洲駅まで約1㎞～2.5㎞に位置し、県道名古屋一宮線、県道春日井稲沢線が交差している。地区の一部では土地区画整理事業が実施され、基盤整備ができているが、それ以外は未整備な状態で、狭い
道路に住宅が建て込んでいる。

●本地区では、骨格道路となる市道下之郷六角堂線を平成10年に計画を策定し、市道認定を行って順次整備してきている。未整備区間も残りわずかで、土地区画整理事業の区域に取り込んで一体的に整備することを目指している。

●本地区の面整備は、市街化調整区域については、ほぼすべてにおいて土地改良事業が完了し、良好な農地となっている。また、市街化区域については、平成14年から平成20年に土地区画整理事業（約３ha）を実施し、現在、２地区（計約１４ha）で組合
施行の土地区画整理事業を実施している。

●本地区でのまちづくり活動としては、安心して生活できる環境の維持増進を目指している。



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

基幹事業　市道下之郷六角堂線整備事業
基幹事業　水辺の散策路整備事業
基幹事業　街区公園整備事業
提案事業　区画整理助成金事業
提案事業　まちづくり活動支援事業

■継続的なまちづくり活動
・事業完了後は地域コミュニティ組織等との連携により、人とのつながりを拡大させることができ、永続的にコミュニティの形成を図ることが可能である。・水辺の散策路整備を継続
・維持し、誰もが気軽に利用でき、交流の場としても活用されるようなイベントを企画・開催する。

方針に合致する主要な事業

整備方針３：地域が主役のまちづくりの実践
●市民と協働により継続的かつ持続的にまちづくりを推進し、整備の円滑な推進を図る。
●地域の特産物に関連したイベントを実施することで地域への愛情を高め、地域全体でまちづくりを実践する環境を創る。

提案事業　区画整理助成金事業
提案事業　農業体験イベント活動
提案事業　まちづくり活動支援事業

整備方針１：生活利便性や安心・安全の向上
●主要な市道を整備して生活の利便性や安心・安全の向上を図る。
●土地区画整理事業を実施し、公共施設を整備して生活利便性の向上を図る。

基幹事業　市道下之郷六角堂線整備事業
基幹事業　街区公園整備事業
提案事業　区画整理助成金事業
提案事業　まちづくり活動支援事業

整備方針２：地域の特色を実感でき、気軽に歩ける環境の向上
●春日地区の大きな景観要素である五条川と親しめる歩行空間を確保、向上させる。
●都市近郊の良好な農地を景観要素に取り入れ、気軽に歩ける空間を確保、向上させる。
●「はるひ夢の森公園」「五条川春日緑地」を踏まえ、水辺の散策路を配置し、子供から老人までが気軽に利用でき、健やかな生活を送れるように照明施
設等の整備を進める。



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 清須市 直 L=311m H23 H28 H24 H28 539 489 489 489 －

道路

公園 清須市 直 A=1100㎡ H28 H28 H28 H28 10 10 10 10 －

公園 清須市 直 A=1000㎡ H27 H27 H27 H27 10 10 10 10 －

公園 春日新橋西１号公園整備 清須市 直 A=2000㎡ H27 H27 H27 H27 13 13 13 13 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 清須市 直 L=1800m H24 H27 H24 H27 31 31 31 31 -

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 603 553 553 0 553 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

清須市 間 一式 H22 H27 H24 H27 146 105 105 105

清須市 直 一式 H24 H25 H24 H25 6 6 6 6

清須市 直 一式 H28 H28 H28 H28 2 2 2 2

清須市 直 一式 H26 H28 H26 H28 5 5 5 5

合計 159 118 118 0 118 …B

合計(A+B) 671
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

区画整理組合 6.87ha ○ H22 H31H31H31H31 1,760

区画整理組合 6.30ha ○ H22 H28 1,330

合計 3,090

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

土地区画整理事業 春日学校橋西地区

春日新橋西地区

事業活用調
査

事後評価分析業務

まちづくり活
動推進事業

農業体験イベント活動

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

区画整理助成金事業 春日学校橋西、春日新橋西地区

まちづくり活動支援事業 春日学校橋西、春日新橋西地区

規模事業 事業箇所名 事業主体 直／間

住宅市街地
総合整備
事業

268.4 国費率 0.4

交付期間内事業期間

市道下之郷六角堂線整備

事業箇所名 直／間 規模
（参考）事業期間

春日学校橋西１号公園整備

春日学校橋西２号公園整備

交付対象事業費 671 交付限度額

細項目
事業 事業主体

連携生活拠点誘導施設

水辺の散策路整備事業



都市再生整備計画の区域

　春日西部地区（愛知県清須市） 面積 ha 区域

清須市春日明河原、春日一番割、春日壱屋敷、春日一本松、春日稲荷、春日杁前、春日午、春日上丑、春日上川畑、春日上河原、春日上須ケ田、春日上高畑、春日上堤クロ、春日上中割、春日河原、春日北河原、春日

桑、春日郷裏、春日郷前、春日小塚西、春日小塚南、春日小松生、春日三番割、春日下丑、春日下河原、春日下堤クロ、春日下中割、春日定ノ割、春日城裏、春日新田畑、春日新畑、春日新堀、春日新堀北、春日新堀

南、春日須ケ田、春日須ケ畑、春日大河戸、春日高畑、春日堤クロ、春日寺廻り、春日樋、春日酉、春日中河原、春日中ノ割、春日長畑、春日仲割、春日西須ケ畑、春日西牧前、春日西牧南、春日西余部、春日二番割、春

日弐屋敷、春日野方、春日八幡、春日八幡裏、春日八幡前、春日八幡南、春日東上河原、春日東小塚、春日東須ケ畑、春日堀田、春日南川原、春日宮越、春日宮重、春日向河原、春日焼河原、春日屋敷、春日夢の森、

春日与市河原、春日四番割、春日蓮花寺前、下津町北下河原、下津町東クタラケ

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

清須市役所春日支所

春日西部地区
A=170ha

1：20,000


