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第２章 都市構造の評価 

ここでは、生活サービス施設（都市機能）や公共交通について、利用圏（徒歩圏）のカバー率※

を整理することで、本市の都市構造を分析・評価します。 

春日井市立地適正化計画において立地誘導を図る生活サービス施設について、「春日井市都市計

画マスタープラン」では、鉄道駅や地域の中心に行政・文化施設や商業施設、交流機能等の生活

利便に資するサービス機能の集積を図ることとしています。また、都市計画運用指針においては、

生活サービス施設として以下の施設が想定されています。 

都市構造の分析・評価に当たっては、『都市構造の評価に関するハンドブック／国土交通省都市

局都市計画課』を参考として全国の各自治体の値と比較評価を実施することで、本市の都市構造

の特性を整理します。 

※ 以下、カバー率は、総人口に対する徒歩圏の人口で示します。 

◆病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型

居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化のなかで必要性の高まる施設 

◆子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支

援施設、小学校等の教育施設 

◆集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館等の文化施設や、スーパーマーケット等の商業

施設 

◆行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設 
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１ 都市機能 

(1) 高齢者福祉施設 

対象施設：高齢者福祉施設（通所系、入所系） 

◆高齢者福祉施設（通所系）については、市東部における市街化調整区域を除くほぼ全域が徒

歩圏でカバーされています。 

◆高齢者福祉施設（通所系）の徒歩圏のカバー率は95.5％、平均人口密度は40.3人／haとなり、

本市と同規模の30万人都市と比較して高い水準となっています。 

◆高齢者福祉施設（入所系）についても、ほぼ全域が徒歩圏でカバーされています。 

◆高齢者福祉施設（入所系）の徒歩圏のカバー率は84.4％、平均人口密度は39.6人／haとなっ

ています。 

【図2-1 高齢者福祉施設（通所系）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。通所系施設を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、春日井市資料

【表2-1 各平均値との比較（高齢者福祉施設（通所系））】 

高齢者福祉施設（通所系）

徒歩圏カバー率 

春日井市 全国平均 政令市 概ね50万人 概ね30万人 概ね10万人

95.5％ 79％ 90％ 85％ 73％ - 

徒歩圏平均人口密度 
春日井市 全国平均 政令市 概ね50万人 概ね30万人 概ね10万人

40.3人/ha 38人/ha 35人/ha 22人/ha 19人/ha - 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。春日井市の数値は通所系施設を対象。 

    各平均値は通所系施設、訪問系施設、小規模多機能施設の数値。 
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【図2-2 高齢者福祉施設（入所系）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。入所系施設を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、春日井市資料
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(2) 子育て施設 

対象施設：保育所、子育て支援施設 

◆保育所については、市街化区域のほぼ全域が徒歩圏に含まれ、幼児人口（０～５歳）の徒歩

圏のカバー率は90.6％となり、本市と同規模の30万人都市と比較して高い水準となっていま

す。 

◆子育て支援施設については、幼児人口（０～５歳）の徒歩圏のカバー率は26.9％となってい

ます。 

【図2-3 子育て施設（保育所）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m、幼児人口（０～５歳）】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。幼児人口（０～５歳）を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、春日井市資料

【表2-2 各平均値との比較（保育所）】

保育所の０～５歳人口 

カバー率 

春日井市 全国平均 政令市 概ね50万人 概ね30万人 概ね10万人

90.6％ 74％ 80％ 76％ 66％ - 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。保育所を対象。 
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【図2-4 子育て施設（子育て支援施設）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m、幼児人口（０～５歳）】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。幼児人口（０～５歳）を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、春日井市資料
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(3) 商業施設 

対象施設：500㎡以上のスーパー等の商業施設 

◆1,500㎡以上の商業施設の徒歩圏のカバー率は62.4％と、本市と同規模の30万人都市と比較し

て低い水準ですが、平均人口密度は50.1人/haで、同規模都市と比較して高い水準となってい

ます。 

◆500㎡以上の商業施設を対象とすると、平均人口密度は52.1人/haとやや高くなり、カバー率

は80.0％と大幅に高くなります。 

※『都市構造の評価に関するハンドブック／国土交通省都市局都市計画課』では、延床面積1,500㎡以上の商業施

設を対象としており、本市では1,500㎡を一つの基準として設定しています。ただし、1,500㎡未満であって

も、地域の日常生活において重要な商業施設もあることを考慮し、500㎡以上1,500㎡未満の商業施設につい

ても対象としています。 

【図2-5 商業施設（1,500㎡以上）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。1,500㎡以上の商業施設を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、春日井市資料

【表2-3 各平均値との比較（1,500㎡以上）】

商業施設徒歩圏カバー率 
春日井市 全国平均 政令市 概ね50万人 概ね30万人 概ね10万人

62.4％ 75％ 82％ 75％ 65％ - 

徒歩圏平均人口密度 
春日井市 全国平均 政令市 概ね50万人 概ね30万人 概ね10万人

50.1人/ha 42人/ha 43人/ha 29人/ha 24人/ha - 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。1,500㎡以上の商業施設を対象。 
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【図2-6 商業施設（500㎡以上）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。500㎡以上の商業施設を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、春日井市資料
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(4) 医療施設 

対象施設：病院（内科又は外科を有するもの） 

診療所（内科又は外科を有するもの） 

その他の医療施設 

◆病院及び診療所については、市東部における市街化調整区域を除くほぼ全域が徒歩圏でカバ

ーされており、徒歩圏のカバー率は95.5％、平均人口密度は41.7人／haとなっています。本

市と同規模の30万人都市と比較して高い水準となっています。 

◆その他の医療施設を含む全ての医療施設を対象とした場合もほぼ全域が徒歩圏でカバーされ

ており、徒歩圏のカバー率は95.9％、平均人口密度は41.6人／haとなっています。 

【図2-7 医療施設（病院及び診療所）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。病院及び診療所を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、国土数値情報 

【表2-4 各平均値との比較（病院及び診療所）】

医療施設徒歩圏カバー率 
春日井市 全国平均 政令市 概ね50万人 概ね30万人 概ね10万人

95.5％ 85％ 91％ 86％ 76％ - 

徒歩圏平均人口密度 
春日井市 全国平均 政令市 概ね50万人 概ね30万人 概ね10万人

41.7人/ha 39人/ha 37人/ha 24人/ha 20人/ha - 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。病院及び診療所を対象。 
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【図2-8 医療施設（病院、診療所、その他の医療施設）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。全ての医療施設（病院、診療所、その他の医療施設）

を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、国土数値情報
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(5) 金融機関 

対象施設：銀行、信用金庫、郵便局等の施設

◆ほぼ全域が徒歩圏に含まれており、徒歩圏のカバー率は90.3％、平均人口密度は42.7人／ha

となっています。 

【図2-9 金融機関の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、郵便局、農

業協同組合を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、iタウンページ
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(6) 教育施設 

対象施設：小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校

◆小学校の徒歩圏のカバー率は87.8％、平均人口密度は45.0人／ha、中学校の徒歩圏のカバー

率は50.1％、平均人口密度は46.0人／haとなっています。 

◆高等学校については、徒歩圏のカバー率は26.9％、平均人口密度は43.5人／haとなっていま

す。 

◆大学・専門学校については、徒歩圏のカバー率は8.6％、平均人口密度は32.8人／haとなって

います。 

【図2-10 教育施設（小学校）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。教育施設（小学校）を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、春日井市資料
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【図2-11 教育施設（中学校）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。教育施設（中学校）を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、春日井市資料



第２章 都市構造の評価 

- 101 - 

【図2-12 教育施設（高等学校）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。教育施設（高等学校）を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、春日井市資料
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【図2-13 教育施設（大学、専門学校）の徒歩利用圏－徒歩圏半径800m】 

【備考】徒歩圏は半径800mとして設定。教育施設（大学・専門学校）を対象。 

資料：国立社会保障・人口問題研究所、春日井市資料


