
 

居住施策に関する意見交換会 議事概要 

 

テーマ：愛知県における2030年の都市と住まいのあり方について 

日 時：平成 26 年１月 28 日（金）10：00～12：15 

場 所：愛知県東大手庁舎 401会議室 

参加者：村山顕人（名古屋大学准教授）、浅野純一郎（豊橋技術科学大学准教授）、 

愛知県建設部４名、事務局（愛知県住宅計画課３名、コンサルタント２名）; 

 
課題等提案者からの課題・施策提案等                            

■村山顕人（名古屋大学准教授） 

□子どもや孫の世代（2050 年）を考えた都市計画 

・2030 年でも同様に言えることだが、「進行性リスク」と「突発性リスク」を考える必要がある。

「進行性リスク」は生産年齢人口減少や高齢者激増、経済停滞、格差社会の顕著化、財政難、

環境問題の深刻化といったもので、中長期的施策としては、なるべく災害危険度の低い場所に

歩いて暮らせる自立的な地域をつくり、公共交通をネットワークでつなぐ駅そば生活圏の再生

といった集約連携型都市構造の実現が大事である。駅そば生活圏ではないところに関しては、

人口密度が減っていくと考えれば、グリーンインフラストラクチュア 1)の保全と創造が必要。 
・「突発性リスク」はいつ来るかわからない巨大地震のことで、短期的施策としては、建築物や土

木施設の耐震化、避難所・避難地・避難路・津波避難ビルの確保。震災が起ってしまったとき

のことを考えると、仮設住宅建設場所やみなし仮設住宅の確保、緊急対応・復旧を支える道路・

公園等の整備が必要である。中長期的施策としては、命に加え、生活や資産を守っていくため

に、災害リスクを想定した土地利用誘導や、災害危険度の高い市街地の改善または撤退。いず

れにしても、今以上に災害危険度をきちんと考えて土地利用を考えていく必要がある。 
・そのためには、都市プランナーという職が大事である。プランニング及びプランナー育成にお

金を費やして行政・民間・大学の中でも都市プランナーを育成しなければいけない。また、減

災・防災は地域が主体的に考えなければいけない部分もあり、まちづくりの主体の育成とそれ

をサポートする仕組みも大事である。また、固定資産税のデータは土地利用計画等の検討の際

にも重要だがなかなか開示されず、いいプランニングができないことにつながっていると感じ

る。 
□愛知県でコンパクトシティや集約型都市構造を考えた場合 

・鉄道駅の中心に駅そば生活圏をつくり、徒歩や自転車、公共交通、次世代型小型自動車を前提

とする「集約型都市構造」もある一方で、自動車やトラック、鉄道による効率的な移動・運搬

を前提とする「分散型都市構造」もあり、今の時代は両者のバランスを考えつつ、もう少し「集

約型都市構造」を強化していくことが求められている。 
・住まいについては、都市構造の再編と連携して、特に郊外においては多様な街区の再設計、フ

ァミリー向けの賃貸住宅、格差社会が顕在化していく中でのアフォーダブル住宅 2)、それから

大規模災害発生後の復旧・復興住宅供給計画の検討が大事である。 
□防災・減災について 

・例えば、ある自治体で広域的に液状化の被害が発生し一時的に避難しなければいけない住民が

たくさん出た場合、被害が少なく土地に余裕がある自治体でその方々を受け入れる必要がある。



 

災害時の広域避難や復興段階における被災者の生活を考え、空き家の活用も含めた住宅の確保

と仮設住宅・復興住宅を建設するための土地の確保に向けて、自治体間での広域調整・連携を

県が担っていくべきである。 
□持続可能なまちづくりについて 

・郊外の公有地を都市空間の余裕しろとして確保しておくことも必要。平針運転場について PFI
で住宅を開発するという話が新聞に掲載されたことがあったが、よく見ると県の広域緑地計画

で緑のインフラとしてつくっていきたい箇所でもあり、都市計画としては災害時の仮設住宅用

地にもなるので、公有地を開発せずに残しておくことも必要である。 
□住環境の魅力について 
・首都圏と比べると、この地域は通勤時間が短く、地価もそれほど高くなく、教育環境もそこそ

こ良い。海外の企業が日本の拠点を考える際、首都圏も直下型地震のリスクがあり、家賃も高

く住環境もそれほど良くない。中部圏に来ていただくためには減災対策をきちんと行い、総合

的に住環境・生活の質が良い事を発信していくことが企業誘致につながる可能性がある。 
□良い空地と悪い空地 
・土地利用計画の中では、住宅地・業務地・商業地の中の空地が意外と忘れられている。 
・これまで動く土地は「将来の開発」を待つ土地と捉えられ、都市の中心部とその周辺のインナ

ーシティにあったものが、 近は郊外でも出てきている。空地は解消すべきあるいは解消でき

ると思ってきたが、社会経済状況をみるとその前提があやしいのではないかと思う。都市計画

レベルで市街地の人口密度のメリハリをつける積極的な政策が展開されれば空地を解消できる

地区もでてくるが、人口密度を下げていくところは将来の開発がされず空地が余っていくので

それをどうするかという課題がある。 
・フィラデルフィア 3)では、周辺郊外の自治体の方が環境がよいということで人口が流出してし

まい、都市部の空洞化が起きている。持ち主が放棄し 2～3 年固定資産税が納入されない場合は

行政の権限で住宅を撤去し空地にしている。非常に治安も悪く住んでいる方の生活の質も低い

状態で、日本ではこういった状況は避けなければならない。 
・「将来の開発」を待つ空地の良い使い方の暫定利用としては、直接的な収益にはならないが地区

の生活の質や価値の上昇につながるイベント会場や公園・広場や菜園としての利用で、ある程

度人が住んでいる所は空地が発生しても上手く使っていけるのではないかと思う。 
・空地の総量の変化と動的に発生・消滅する状況については大きく３つに分けられる。１つは、

総量として空地が増加していく地区。これは空地が発生していくので秩序ある空洞化、市街地

の低密度化を考えていかなければならない。歯抜けになったところをまとめたり、秩序良くデ

ザインして、落ち着いたところで良いストックにするという考え方。２つ目は、空地の総量が

一定の地区。これは空地が発生したり消滅したりしている動的平衡の状態。建て替えに合わせ

て土地交換をし、より良い配置にしていく。３つ目は、空地の総量が減少していく地区。これ

は市街地の高密度化が起こっているところなので引き続き環境保全のため空地をある程度固定

して残すことが必要になる。 
□空地の実態を踏まえた今後の計画のあり方 
・自治体が破たんしたデトロイト市 4)では、デトロイトワークスという 50 年の長期ビジョンがあ

り、空洞化しているところに対して、緑化する時に一定のまとまりが必要という考えから空地

を統合・整備したり、上手く建物と空地を再配置してよりよい低密度の状態にしていくことで、



 

これまでとは違う魅力的なライフスタイルが実現されることを前向きに謳っている。 
・デトロイトワークスでは土地利用イメージが様々な街区群タイプで示され、その中に、大規模

な公園を維持したりつくっていく、付加価値の高い農作物を作っていく、都市の生態系に近い

形のものに戻していくといった「ランドスケープ土地利用類型」が示されている。 
・デトロイトにおいても、これまでの都心部から同心円状に密度が下がる都市のイメージではな

く、その周りのインナーシティを緑系に変えて、外の比較的住民が残っているところは低密度

な住宅街区にしていく一極集中型のコンパクトシティではない都市構造をどう実現するかが課

題となっている。 
□津島市減災まちづくりビジョン・ユースワークショップから 
・津島市で減災まちづくりビジョンを考える中高生を対象にしたワークショップを実施し、どう

いうところに住みたいかと質問したところ、初めは駅の近くに住みたい人が多かったが、作業

をしていくうちに戸建住宅がいいという話になった。 
・シナリオプランニングという手法で、将来を考える時に、巨大地震の発生と災害危険度によっ

て様々なシナリオがあることを若い世代と考えながら進めていったところ実際にいいアイデア

が出てビジョンをつくるにあたってもいい材料になった。 
 
■浅野純一郎（豊橋技術科学大学准教授） 

□人口減少に伴う市街地縮小にどう備えるか 都市縮退・リバーススプロールへの対応 

・DID 縮小の激しい地方圏を対象としたアンケート調査で、リバーススプロール 5)がどこで起こ

りそうか、あるいはどこで起こっているのかを調査したところ、中心市街地が一番多く、中心

市街地縁辺部や山間の農村集落が続く結果となった。 
・大都市圏の 2005 年から 2010 年の DID の変化をみると、例えば坂戸市 6)では比較的増える場

所と減る場所がまとまっていたり、三田市 7)ではいろいろなところで増えていたり、ごっそり

と減っている場所もある。減る場所がたくさんあったり増える場所がたくさんあったりという

ことが起こっている。 
・中部圏だけに関してみれば減っている割合は低い。しかしながら、今後中部圏も進んでいけば

同じようなことになる。 
・３大都市圏においては、DID の定義は 40 人/ha だが実際には 40 人/ha を下回って減っている

ところがある。地方圏でみると 40 人/ha ないところがざらなので、こういうところにものすご

く多い。中部圏についていえば減っている所が少ないが、密度的には 40 人/ha より多いところ

で減っている。 
・大都市圏では DID の実質的市街地に対して市街化区域が大きい都市で DID が縮小し始めてい

る。地方圏でみるともっと露骨に出ている。 
・DID が縮小している地方都市では、郊外住宅団地の再生と縮小化が必要で再生できそうなとこ

ろと撤退した方がよいところがどうしても出てくるが、これは立地条件や開発時期、敷地の質

に左右される。丘陵地でないニュータウンで比較的ロットが大きい場合、区画が 80 坪あるとこ

ろはかなり建て替えが進んでいる。そういう場合はよいが、丘陵地や敷地が狭いところは政策

をやっても動かない所もあるので条件を良くみていかなければならない。 
・リバーススプロールに対する自治体の政策としては、コンパクトシティを進めていたり、空き

家・空き地の適正管理条例をつくったというのが限界で、跡利用のところまで行っているのは



 

ほとんどなく、 初はこのあたりから始めないといけない。 
・コンパクトな都市のフォームや意味合いをもっと熟成させていく必要があり、ワンコア型のコ

ンパクトシティにするのか、富山のようなコミュニティと公共交通を串団子型でつなぐのか。

ランダムに減っていくことに対してどういうビジョンを用いるかが問われる。 
□中山間地域における人口減少・集落衰退・過疎化への対応 

・都市計画マスタープランが都市計画区域だけを対象としていて行政区域全域になっていない場

合が多い。もう少し書き方があるのではないかという気がする。 
・エコビレッジ 8)を中山間地域にモデル的に導入することや、中山間地域における新しい持続可

能な産業育成と支援、生業をしながら生活が継続していけるモデルを提示しないといけない。 
・地産地消は、域内循環型小経済圏をつくることによって、持続可能な生活や供給網が独立して

いるので災害時に非常に強いという利点がある。 
□愛知県辺縁部小都市における土地利用管理のあり方 
・東三河小都市（豊川・新城・田原）の都市計画区域人口率と市街化調整区域人口率をみると、

都市計画区域人口率は圏域とさほど変わらない。ところが市街化調整区域人口率をみると、中

部圏や愛知県は首都圏や近畿圏とは違いそもそも調整区域に住んでいる人が多く、特にその割

合が高い豊川や新城での市街化調整区域人口率は 32.51%となっている。市街化調整区域は原則

市街化を進めてはいけないということでなく、居ることを前提に計画をつくらないといけない。 
・期待しているのは調整区域の地区計画制度で、集落に開発を入れていくというよりは調整区域

の地区計画を進めていけたらよい。調整区域や市街化区域において詳細な土地利用計画ないし

方針をつくっていかないともたない。 
・ものづくりや産業に誇りがありそちらに関心が向けられているのかもしれないが、常々計画や

アメニティ、文化に対する蓄積が浅いという気がしており、そのギャップを東三河に感じる。 
・中心市街地は暮らしやすい配置を考えていかないといけない。例えば、新城市 9)では駅周辺に

一通り揃えるということだが、もう少し小規模のものを分散させるなど戦略を考える必要があ

る。 
□愛知県における住生活基本計画に対して 

・地域レベルや地区レベルの生活環境を改善していかなければならない。住宅単体レベルで進め

る必要がある施策も、個々の住宅に IT 技術を入れてエネルギー還元でやっていくといったこと

を長期的な施策としてやっていく必要がある。 
・単一の行政のマインドを変えないといけない。例えば、新城市であれば愛知県内の地方都市で

はなく衰退している都市をみないといけないがなかなかそうはならない。名古屋主体のスタン

ダードではなく、東三河版とのダブルスタンダード化は少なくとも必要だ。 
・文化力の強化・生活ブランドの確立にむけた長期的戦略が必要。住みたい人をいかに増やすか

ということをもっと考えていく必要がある。３大都市圏と比べると名古屋は確かに有利かもし

れないが、そこに住むブランド・文化的なものにもっと真剣に取り組んでいかなければ、小手

先で産業を呼んでも変わらない。そのあたりが課題ではないか。 
□リバーススプロールへの対策について 
・都市フォームのイメージの柔軟化、つまり単純なコンパクト都市像からの深化が必要である。 
・中山間地域の中でこそ言えるが、居住者が減りそこでどういう基幹的なサービスを持たせるか

といったときに、ハードよりも地域自治組織のソフト力・活動力を育成させる必要がある。 



 

・空き地や空き家を活用したまちづくり手法の蓄積はほとんど進んでおらず課題である。 
□2030 年の都市と住まい 
・交流人口の維持が引き続き重要課題であり取り組んでいかなければならない。また、技術革新・

産業優位性を持っていることも重要。 
・経済のバブルではなく市街地のバブル化という意味で都市のバブル化が進行していくのではな

いか。歯抜け状になっていくのをどうマネジメントするか。 
・誰のための都市計画なのか。格差はもっと広がっていくので、公平性をどうやって確保するか。

ヨーロッパの都市は行っていることだが、都市の各々が縮小していったときにほとんどの都市

がワンセットで一通りの機能を持つことが不可能になってくる。役割分担をどう持たせていく

のか。あるいは骨格交通に繋げてネットワーク化していく広域計画が一層重要になる。ヨーロ

ッパを見ていると、災害的なリスクやグローバル社会の経済的なリスクにいかに即応して、一

番効率的な土地利用を反映できるかがプランニングの役割になりつつあると感じる。 
 

 

意見交換                                          

□動的な土地利用のマネジメント 

・例えば、一街区に 20 戸の戸建住宅がある郊外住宅地で将来 10 戸しか残らなかった場合、その

10 戸の住宅に建て替えのタイミングで同街区内のより理想的な場所へ移ってもらい土地を交

換してもらうということを繰り返し、街区の真ん中に皆が使えるオープンスペースを整備する。

緑化してもいいし、電気自動車を充電するカーシェアリング拠点を作ってもいい。 
・小規模連鎖型再開発は都心のイメージで、建物を建て替えたときに少しずつ行わないとまわら

ないので、種地を確保して街区の中で建て替えの連動を起こし、 終的に街区の真ん中にオー

プンスペースをつくる。これができれば街区のデザインの幅が広がる。 
・開発地内に公園が散在しているのを上手く集約できると、順繰りに建て替えができる。 
・基本的には地域住民や NPO などでいろいろな場所の有効なスペースを管理するような主体な

どが、収益は無いが上手くマネジメントして活用したいといったときの主体となる。 
□農村集落や中山間地について 
・スマートコミュニティ 10)のビレッジ版みたいなもので、エネルギーを新エネルギーで確保しな

がらある程度コンパクトに集中しているエコ・ビレッジのモデル的導入の事例がある。 
□防災・減災における自治体間での広域調整・連携 

・南海トラフ地震で県の西側のかなり広範囲に土地の液状化が起こるといった被害想定が実際に

起きた場合、すぐに元通りの場所で生活ができない方が何万人も出てくる。住宅を供給する余

裕が無ければその市から出ていかなければいけないときに、行き先が無いという心配がある。

そうした場合、相対的に被害が少ない自治体が提供するべきだが、自治体間協定でやるべきな

のか、隣接するいくつかの市町が連携してということも考えられるが、複数の自治体でとなる

と中立的な立場の人がコーディネートしなければならない。それは県でなくても自治体間で事

務局をつくって行えばよい。 
□郊外の公有地 

・郊外の公有地を都市空間の余裕しろとして確保するという点について、持つ手法としては緑地

としてしか持ちようがないが、森のような形で持つとなると、仮設住宅・復興住宅用地として



 

活用する場合、大造成からはじまってしまい持っていても意味がない。 
・災害時に活躍するのは森林ではなく平場なので、緑地とは平たい空間であったりオープンスペ

ースだと思う。今ある施設系の公有地を簡単に手放さないでいただきたい。例えば、オートキ

ャンプ場は、インフラがあるので災害時に活躍できると聞いたことがある。インフラ整備が出

来ているところはなるべく活かした方がいい。 
□デトロイトの 50 年計画 DetroitWorks 
・デトロイトの計画は、スケールは異なるが、結果的に、かつての首都圏計画のようなグリーン

ベルトの形成になるかもしれない。グリーンベルトはかなりマクロな広域計画の中の話だが、

それよりは、田園都市というか郊外の緑豊かな住環境をつくるということに近い。住環境がも

っとゆったりしたものになれば、結果的に住宅ストックの多様化にもつながる。 
□大都市圏・中部圏におけるリバーススプロールへの対応 
・愛知県ではないが笠松町ではごっそり DID が外れているところがある。区画整理を行わず圃場

整備を行った段階で簡略的な都市基盤と認めて住宅を建てた経緯がある。注意しないといけな

いのは、DID が縮小したところは一見空き家がそこら中にあるように思うが、今は子供世帯が

抜けてしまった段階でこれが進むと空き家がでるということだと思う。そこを踏まえた上でど

うするか。 
□県や住宅施策側の役割 

・地域のマネジメントの話をするときに NPO や住民というのはわかるが、なかなか育たないと

ころもある。市町村や地区レベルの問題をどうやっていくかという中で県の役割は何か。これ

までの都市計画では乗りきれないことが多く、そのときに県の住宅施策のセクションで何がで

きるか。 
・影響力の大きい施設を立地させる場合は、県全体からみて雇用創出が求められている地域や高

速道路網がきちんとしている場所に立地させるなど、いろいろな側面から考えて社会経済面か

らも評価する仕組みを取り入れるべき。都市計画マスタープランと開発許可の連動もしっかり

やらなければならない。市町村の都市計画マスタープランを議論していると、将来の可能性を

制約したくないので曖昧に書いてしまいがちだが、開発の優先順位をつけて、基準やガイドラ

インも少し厳しくつくった方がよい。 
・空き家や空き地施策は基本的に自治体ベースでやるものだと思うが、実際に空き家や空き地が

出てきたときに使い方のビジョンを示すのが県の役割ではないか。また、お金がかかるところ

で新しい中山間地域の活動を引っ張る。これは住宅部門だけでなく産業などを絡めた動かし方

でないといけない気がする。人口減少問題が大きくなってきたときに、県全体で 大のパフォ

ーマンスを上げるような都市づくりの戦略は司令塔が無いとできないが、そのあたりが県の役

割ではないか。 
・住宅施策としては、住宅の多様化と住宅街区群のビジョンをしっかりつくりたい。デトロイト

の街区群のように、まちなか・中山間・郊外住宅地の中に様々な街区群タイプがあり得、住宅

やライフスタイルは多様なので県一律の平均値では語れない。目指すべき姿を住宅単体ではな

く住宅地として、あるいは複数の街区群として示していけるとよい。 
・住宅のソーラーパネルなどエネルギーや IT の部分でのしなやかさを追求するとよいのではない

か。 
・政策で誘導していく話になるが、マルチスタンダードでインフラ整備の維持や公共サービスの



 

水準は差をつけないといけない。ある程度自立的な要素が強いスプロールのところでは、都市

型インフラの水準を下げるといったメリハリをつけていくことも必要。ただ、自治体ではやり

にくいので、県がある程度フレームワークを作っていくことも必要ではないか。 
□住民の意識をいかに動かすか 

・津島市のワークショップの話から若者等住民の意識をちゃんと動かすことでよりよいまちづく

りにつなげていくことが重要な気がする。 
・今住んでいる人たちはそう簡単には引っ越せないので、安全な場所にコンパクトに住まう方へ

誘導できるのは、若い人たちが自分の住まいを選択するときで長期戦だと思う。戸建住宅での

生活体験しか知らない人もいるので、県はいろいろな住宅とライフスタイルがあることを教え

てあげることが必要と感じる。 
・田舎暮らしの方が豊かな暮らしができるんだという選択肢をちゃんと示し、上手くマッチング

していくことが重要。 
□民間企業の参入 
・都市撤退のところに上手く民間の企業が踏み込めるといい。農業と産業を活かしていくところ

で積極的に企業とタッグ組んで、採算性も考慮しながらできるといい。 
・アメリカで行政が思いつかなかったことが民間で始まるのは土地が非常に安いからで、いくら

衰退しても土地の値段は高いという日本の地価の算定方法には疑問を感じる。 
□市町村合併による整備水準の変化 
・市町村合併後のまちづくりについて、豊田市の場合、財政的には旧豊田市が相当持つことには

なるが、足助など山間部の良さを大切にしていてそちらでも幸せな暮らしができるといったこ

とを豊田市の良さとしてＰＲしている印象を受ける。合併したことによってむしろ過疎地域の

個性が外に出ているのではないか。 
・愛知県にもいろいろな地域があるということを踏まえて、住生活基本計画における成果目標な

ど、指標の出し方などで工夫した書き方があるのではと思う。 
・合併によって施設などをドラスティックに切っているところもあり、合併したことによってあ

る地域では距離的な問題がでてしまうなどしわ寄せを受けている地域もある。 
□人口減少と縮退 
・人口減少が前提にあるがそこを覆すようなシナリオを描くことはできないか。 
・人口は減るがゼロにはならないので、ある程度減ったところの定常レベルの話をしておいた方

がいい。限界集落で将来人口がゼロになる集落もある一方で、同じ市町でも都市部はゼロにな

らない。 
・減少していてもゼロにならない都市部は交通もそれなりにあるが、その外側はそれなりの人口

ボリュームを保てる可能性は低いのではないか。 
・名古屋周辺の郊外住宅地では、1 人で住んでいる高齢者が多く 30 年経つと確実に消えてしまう

ような住宅地もある。存在しなくなる判断をどこかでせざるを得ないのではないか。 
・首長としては言えないのが現状。戦略的にこうして減らしていけば皆がハッピーになるといっ

たものを示していけると一番よいがそこの合意を得るのが難しい。 
・夕張では新しい市営住宅を建てて従前居住地の移転を行っているが、その住宅の設備が比較的

良く新しい生活像が見えるので、夢のある集約ということで納得してもらっている。 
・山間地域の暮らしが魅力的で引っ越す人もいるので、そこをどうサポートしてしっかりやるか。 



 

・地域包括ケアは地域が存在しているときの話で、限りなく人口がゼロに近づくといったシナリ

オしか書けないとなると成立しない。住宅に対するサービスも同じで、そう遠くない先に発生

してしまう。個別地域ごとにみていかないといけないのは確かだ。 
・研究レベルでは住宅単体の類型化はできるが、住宅地の類型化が意外と難しい。しかしやらな

ければいけない。 
・医・食・住としての医療や介護、買い物サービスが享受できるかどうかで定住できるかが決ま

ってしまうかも。公共サービスやインフラサービスではなく、医・食・住が確保できなくなる

ので住めなくなるという方が先かもしれない。 
 

以上 
 

注釈 

１）土地利用計画において、自然生態系の持つ多種多様な機能を利用し緩衝帯とすることで、地

域社会を自然災害から守るだけでなく様々な利益を与える方策。 

２）取得可能な，あるいは賃借可能な住宅。住宅価格・家賃水準の上昇に対応する政策の目標と

される。 

３）アメリカ合衆国ペンシルベニア州南東部にある都市。面積 369.4k ㎡、人口 1,517,550 人、都

市圏（大都市統計地域：MSA）人口 5,687,145 人で全米 4 位（いずれも 2,000 年国勢調査）。全

米でも 大の学生人口を持つ学術都市。 

４）アメリカ合衆国ミシガン州南東部にある都市。面積 370.2k ㎡、人口 951,270 人、都市圏人口

4,452,559 人で全米第９位（いずれも 2000 年国勢調査）。全米一の自動車工業都市として発展

したが、自動車産業の衰退等により 2013 年に財政破綻した。 

５）都市の縮退。 

６）埼玉県の中央部に位置する。面積 40.97k ㎡、人口 101,069 人（2014 年 1 月現在）。 

７）兵庫県の南東部に位置する。面積 210.22k ㎡、人口 114,326 人（2012 年 3 月現在）。 

８）環境負荷を減らし持続可能性を目標とした、まちづくりや社会づくりのコンセプト、またそ

のコミュニティ。 

９）愛知県東部の東三河に位置する。面積 499.0k ㎡、人口 49,864 人（2010 年 10 月現在）。 

10）環境配慮型都市とも呼ばれ、街全体の電力の有効利用や再生可能エネルギーの活用など、都

市交通システムや住民のライフスタイル変革まで、複合的に組み合わせた社会システムをいう。 


