
市街地を一体化・まちが活性化

●１０箇所の踏切を除却して人や車の移動、駅へのアクセスが安全

でスムーズに！ 

●分断された市街地を一体化まちが活性化！  

●名古屋駅からの４０分交通圏拡大でリニア開業効果を後押し！ 

『コンパクト＋ネットワーク』を実現する連立事業 魅力 

リニア開業効果の後押し 

牛田６号踏切 知立１号踏切

連続する踏切の

合計遮断時間

ピーク時４７分！

「開かずの踏切」

の状態

解消！ 

・市街地を分断する踏切（線路）を除却  

10 箇所 0 箇所

 ・交差道路数が増え、まちが活性化       
１２路線 ３３路線

・名古屋駅からの４０分交通圏拡大を後押し 

名古屋豊田間の所要時間

56 分 40 分以内

   (知立駅乗り換え) （直通 ）
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都市機能誘導施設の立地  

●市街地の防災機能が向上！ 

●鉄道駅の乗降客数が 10 年で 5 万人/日増加！  

●まちなか居住人口が 10 年で 3 万人増加！ 

●駅周辺の中心市街地に新たに都市機能誘導施設が立地！ 

『コンパクト＋ネットワーク』を実現するまちづくり 魅力 

鉄道駅乗降客数/まちなか居住人口  の増加  防災機能の向上  

・道路整備により、延焼遮断、避難・消防活動が 
可能となる接道エリアが増加 

50％ 100％

・密集市街地において、地震時、倒壊の恐れのある 

老朽住宅等の除却に寄与 

164 戸 ０戸  

施行前  施行中  

鉄道駅周辺整備を実施の 25 駅において、1 日
当りの乗降客数と、駅から 1km 圏内のまちなか
居住人口が増加 

鉄道駅乗降客数が 

10 年で 5 万人増加  

約 37 万人

2018 約 42 万人

13％UP！

2008

約 33 万人

2018 約 36 万人

まちなか居住人口が 
10 年で 3 万人増加  

9％UP！

2008

＜参考＞愛知県の総人口 （1 .7％増 ） 
2008 :  7 , 3 94 ,9 26 人 ⇒2018 :  7 , 521 , 078 人  

鉄道駅から１km圏内で実施の 28 事業に伴い、駅周辺
の中心市街地に、医療・福祉・商業施設等の新たな都
市機能誘導施設が立地 

   2007       2017  235 施設が新規立地 

東海市芸術劇場（ﾕｳﾅﾙ東海）
2015 年.10 月ｵｰﾌﾟﾝ 

日本福祉大学
2015 年.4 月開校 名鉄太田川駅

2013 年度連立事業完了

交通結節点の改善 とまちづくりの一体的整備により、 
大 学や芸術劇場などが立地 （東海市名鉄太田川駅周辺地区 ） 

※地 震 時 等 に著 しく  

危 険 な密 集 市 街 地 が対 象
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大規模イベントの増加  

●公園を活用した、特色のある大規模イベントが多数開催され、地

域の活性化や観光振興に貢献！ 

●ＮＰＯ等が主体的に公園施設を活用して、多様なプログラムを提供！ 

特色あるイベントにより地域の活性化に貢献 魅力 

市民参加・交流活動の拠点  

■ 愛・地球博記念公園において、年間を通じて、多く
の大規模イベントが開催されている。 

●YON FES 2019 （約 2.6 万 人 ）
●第 30 回ｸﾗｼｯｸｶｰ・ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ （約 1 .5 万人 ）
●全日本うまいもの祭り 2019 （約 15 .0 万人 ）
●全国スイーツマラソン in 愛知  （約 7 .5 千人 ）
●モリコロパーク秋まつり （約 2 .4 万人 ）等  
●2021 年には、ＦＩＡ世界ラリー選手権の開催が決定
（2020 年は新型コロナウイルスの影響により中止） 

■他の県営公園においても、大規模イベントを多数開催 。 

■地球市民交流センター （愛・地球博記念公園） 

NPO 等の主体による 785 のプログラム

に、約 112,000 人が参加した。 

（2019 年度） 地球市民交流センター プログラム風景

ステージの設置状況  YON FES 2019 

『セントラルラリー愛知・岐阜 2019』 
愛・地球博記念公園 
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ディノアドベンチャー名古屋（大高緑地） 

●民間活力を活用した施設の導入を図り、未利用地の利活用を図る

だけでなく、新たな魅力により賑わいを創出！ 

民間活力の導入により賑わいを創出 魅力 

フォレストアドベンチャー・新城（新城総合公園） 

■ 樹林地を活用し、動いて吠える実物大模型の

恐竜の森を探検するアトラクション。 

■ 平成 28 年 7 月にオープン。 

■ 県外からの利用者だけでなく、リピーターも 

増加。 

■ 毎年、年間目標（10 万人）を大きく上回る。 

■ 樹林地を活用した体験型森林アクティビティ。 

■ 平成 30 年 3 月にオープン。 

■ 毎年、年間目標（１万人）を大きく上回る。 

フォレストアドベンチャー・新城 
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●下水道の普及とともに環境基準を達成する河川の水域数が増加！ 

●２０１４年度に、初めて河川（ＢＯＤ）の環境基準達成率が１００％に！

●２０１６年度に、初めて海域（全リン）の環境基準達成率が１００％に！

下水道整備により河川・海域の 魅力 

下水道普及率と河川の環境基準達成率

環境基準達成率の向上に寄与 

海域の環境基準達成率 

■（１９６０年代 ） 都市化による水質汚濁  

（１９７８年 ） 佐奈川 （豊川市 ）下流の環境基準点  

           ＢＯＤが６０ｍｇ／ｌ 超 え 

生活排水による河川の水質汚濁！ 河川水質は改善！

※水質調査を実施する水域は、  

38 河川の 49 水域

※水質調査を実施する水域は、  

CO D 11 水域、 T-N ,T-P  6 水域

のんぼり洗い

(岩倉市・五条川）

■ 現在では、環境基準を達成！ 

   より親 しみのある川へと変化！ 

100% 100%

下水道整備が進むにつれて
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●「愛知産資源」の創出！県内２流域下水道にて、下水汚泥のメタン発酵

により発生するガスを利用し、バイオマスエネルギーを利活用！

●矢作川浄化センターでは、汚泥焼却炉の燃料として使用！ 

●豊川浄化センターでは、年間１，１６０世帯分相当の電力を発電！ 

エネルギー社会の構築に貢献 
魅力 

矢作川浄化センター 

地域のエネルギーを活用し、安定かつ持続可能な 

豊川浄化センター 

バイオガス

の創出量  

０

脱水ケーキ  

■年間１１６万Ｎｍ3 のバイオガスを利活用し、 

約 １１００ｋｌ （２０１５年度使用量の約６

０％）の重油使用量の削減を実現！ 

消化施設  発電設備  

■年間２１６万Ｎｍ3 のバイオガスを活用し、

４１６万 ｋｗｈ（一般家庭の約１，１６０世帯

相当分）の電力の発電を実現！ 

導入加速化支援事業  

太陽光発電事業  

水処理施設  

管理本館  

ガス貯留 タンク 

消 化槽  

汚泥棟  

焼却炉  

豊川浄化センター 

次世代施設園芸

発電設備

下水熱が

ミニトマトの栽培に 

活かされています
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