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第１章 基本データの整理 

上位・関連計画を整理することで、本市のまちづくりにおける現況を整理します。 

また、人口、土地利用・都市基盤、公共交通等のまちづくりに関する状況を整理することで、

立地適正化計画の策定に向けた基礎的資料とします。 

１ 上位・関連計画 

立地適正化計画の策定に当たり考慮すべき既存の上位・関連計画である以下の４計画について、

目指す都市像や都市機能の誘導に関する位置づけを整理します。 

・第五次春日井市総合計画 

・春日井市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・春日井市都市計画マスタープラン 

・尾張都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（尾張都市計画区域マスタープラン） 

【図1-1 立地適正化計画の位置づけ】 

第五次春日井市総合計画 

春日井市まち・ひと・しごと創生総合戦略
尾張都市計画区域マスタープラン 

春日井市都市計画マスタープラン 

春日井市立地適正化計画 



第１章 基本データの整理 

- 2 - 

(1) 第五次春日井市総合計画 

「第五次春日井市総合計画」は、本市が目指すまちづくりの目標や、それを実現するための施

策等を定める計画であり、本市のまちづくりの総合的な指針となります。 

「第五次春日井市総合計画」では、「人と地域が輝き、安全安心で躍動する都市」を将来像とし

て、その実現のために鉄道駅を中心に「都市交流拠点」を位置づけ、人が集い交流する魅力ある

都市拠点を形成するとしています。また、高蔵寺ニュータウンについては「都市再生のモデル」

に位置づけ、魅力ある都市空間として、住民の定住化を維持するとしています。 

策定年月 2008年（平成20年）２月（2013年（平成25年）３月改定） 

策定主体 春日井市 

計画期間 2008年度（平成20年度）～2017年度（平成29年度） 

概 要 

◆将来像 

人と地域が輝き、安全安心で躍動する都市 

◆基本フレーム 

将来人口：309,000人 

世帯数：129,000世帯 

◆土地利用計画 

これまで進めてきた住宅都市的な土地利用とともに、調和のとれた職住近接の土地利用も必

要であり、緑地の保全に努めつつ、市街化調整区域の一部等について産業用途への転換につい

ても柔軟な対応を図ります。 

■土地利用のイメージ 
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(1)住居系土地利用 

市民が快適で安心して暮らせるように道路や公園の整備を進めるとともに、土地区画整理事

業等が完了した地区の低・未利用地については、宅地等の適切な利用促進に努めます。また、

地区計画や建築協定等により、良好な居住環境と景観の確保に努め、工場と住宅が近接してい

る地域では、緩衝緑地等の設置を促すなどにより、良好な住宅環境の確保に努めます。 

市街化調整区域で既に開発等により市街地が形成されている地区は、隣接する地区と調和し

たまちづくりの観点から、計画的に市街化区域への編入を図ります。 

熊野・桜佐地区及び庄名地区では、土地区画整理事業に着手するとともに、春日井西部地区

では、土地区画整理の準備が進められており、優良な宅地供給による効率的な土地利用の促進

や、都市施設の整備により良好な市街地の形成を進めます。 

また、新たな市街地化をめざす地区では、地域の特性に応じた効率的で効果的な手法により、

住環境と自然環境の保全に配慮したまちづくりを進めます。 

(2)商業系土地利用 

中心的な市街地である鳥居松地区と勝川地区は、商業、行政、文化の機能集積を図り、魅力

ある都市拠点を形成します。その他の鉄道駅周辺においては、それぞれの地域の特性を活かし、

地域の核としてにぎわいのある商業地の形成に努めます。 

国道19号等の幹線道路の沿道商業地においては、商業系用途地域への指定により活性化を図

ります。 

(3)工業系土地利用 

優良企業の誘致の促進と市内企業の工場拡張等の支援のため、新たな工業用地の指定等を図

ります。 

また、県や市等が所有する未活用土地で、工業系用途への活用の可能性が高い地区は、企業

誘致推進の観点から、用途区分の変更を検討します。 

(4)農業系土地利用 

市街化調整区域の46.8％を占める農業振興地域のうち、農用地区域及び農地が集団化してい

る地域では、長期的に農地を保全します。また、農地と宅地が混在する地域は、農業的土地利

用と都市的土地利用の調和を図りながら農地を保全します。 

市街化区域内の生産緑地については、保水機能や緑地空間の創設等の都市における良好な環

境の形成を図るように適正な保全を促します。 

(5)森林等土地利用 

市街化調整区域の森林は、可能な限り保全します。また、愛知高原国定公園内の森林は他用

途への転換を規制し、都市に隣接する自然公園として保全します。 
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(2) 春日井市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

「春日井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、まち・ひと・しごと創生法第10条の規定に基

づき、本市が定める計画です。「人口ビジョン」を踏まえた上で、まち・ひと・しごと創生に向け

た目標、施策に関する基本的方向等について定めています。 

「春日井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

における４つの基本目標を参考として３つの基本目標を定め、その基本目標ごとに、既存の施策

を整理するほか、人口減少の克服や地方創生といった新たな視点を持って、総合戦略として今後

取り組むべき施策を整理しています。 

策定年月 2016年（平成28年）２月 

策定主体 春日井市 

計画期間 2015年度（平成27年度）～2019年度（平成31年度） 

概 要 

◆基本目標 

◆基本目標１ 「春日井市で働きたい！」～産業振興による地域活力の創造～ 

基本的方向 

① ものづくり産業の集積する中部経済圏に位置し、広域交通アクセスに恵まれ、製造業を中心

に幅広い産業が集積している本市の強みを活かし、今後も企業誘致による多様な産業の集積

を進め、変化の激しい経済社会に対応できる安定した雇用を目指します。 

② 国産ジェット旅客機「ＭＲＪ（三菱リージョナルジェット）」の量産工場の稼動により、県

営名古屋空港周辺は、航空宇宙産業の集積地として、大きく成長することが期待されるため、

航空宇宙関連企業を始めとした高度先端産業の誘致を積極的に進め、活発なビジネスが展開

されるまちづくりを目指します。 

③ 市内事業所の多くを占める中小企業の発展は、雇用の創出や経済活性化に大きく寄与するた

め、新たな領域に挑戦する創業への支援、競争力の強化、販路開拓、人材育成等を支援し、

市内事業者の成長を促進します。 

④ 名古屋駅周辺の再開発による求心力の高まりのほか、2027年にはリニア中央新幹線の開業に

よる新たな交流圏の形成が期待されるため、地域に根ざした商業振興や名古屋圏としての広

域的な連携を進め、地域経済の活性化を図ります。 

⑤ 労働力の減少を見据え、質の向上による生産性の向上を目指し、働く者が意欲と能力を十分

発揮し、安心して働くことができる環境の整備に向けて「働き方改革」を進めます。 
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◆基本目標２ 「春日井市で産みたい！育てたい！」～安全安心な子育て環境の創造～ 

基本的方向 

① 少子高齢化が進むなか、子どもは「地域の宝」です。子育てが家族をつなぎ、地域をつなぐ

「かすがい」となり、全ての子どもがいきいきと育ち、全ての子育て家庭がいきいきと暮ら

すまちを目指します。 

② 結婚・出産・子育ての希望がかなえられるような社会となるよう、国や愛知県等と晩婚化・

未婚化等の課題を共有し、地域、企業など社会全体での課題解決に向けた取組みを促進しま

す。 

③ 全ての子育て家庭が安心して過ごせるよう、妊娠・出産・子育てまで切れ目のない支援を推

進するほか、家庭だけでなく、地域、学校、企業など社会全体で子育てを支援する環境づく

りを進めます。また、これらを通して、「子育て」だけでなく、「子育ち」、「親育ち」、「地域

育ち」につなげていきます。 

④ 全ての子どもが健やかに育つよう、ニーズに応じた保育サービスを充実させるほか、自ら学

び、自ら考え、主体的に判断する力の養成や、豊かな人間性を育むための教育を実施します。

⑤ 若い世代や子育て世代の転入・定住を促進するため、交通の利便性、幅広い産業の集積、豊

かな自然など、良好な住環境を本市の強みとして発信するほか、出産・子育てへの支援や教

育の充実など、新たな強みの創造を目指します。 

◆基本目標３ 「春日井市に住みたい！住み続けたい！」～魅力ある生活環境の創造～ 

基本的方向 

① 2015年に行った市民意識調査では、「春日井市は暮らしやすい」と思う人が90.1％にも上り、

本市の人口は今なお微増を続けています。今後も、交通の利便性、良好な住環境、豊かな自

然環境など本市の強みを磨き上げ、都市の活力を維持し、誰もが暮らしやすさを実感できる

まちづくりを推進します。 

② 名古屋市のベッドタウンとして開発された高蔵寺ニュータウンの人口は減少傾向ですが、計

画的に整備された都市基盤や、豊かな自然環境を活かし、新たな価値の創造を目指します。

また、地域活性のモデル地区として、この地区における取組みの成果を課題が類似する地区

に活用します。 

③ 高齢化の進展は、市民生活に影響を与えるほか、地域社会のあり方を含め社会経済をも大き

く変えています。誰もが住み慣れた地域で、生涯にわたって健康で安心して暮らし続けられ

るよう、健康・生きがいづくりの推進や高齢社会への対応に取り組むとともに、保健・医療・

福祉・介護の有機的な連携を図ります。 

④ 市民の安全で快適な生活を確保するための施設等を効果的・効率的に整備するとともに、「自

分たちのまちは自分たちで守る」ための取組みを推進し、まちも心も明るい「安全都市・春

日井」の実現を目指します。 

⑤ まちづくりにおいて、市民との協働は不可欠です。地域の多様な人材やアイデアを活かして

様々な課題に的確に対応するとともに、多くのつながりと信頼を深め、誰もがいつまでも安

心して暮らせるまちづくりに留まらず、次世代の人々も安心して暮らせるまちづくりを目指

します。 
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(3) 春日井市都市計画マスタープラン 

「春日井市都市計画マスタープラン」は、都市計画法18条の２の規定に基づき、本市が定める

計画です。「第五次春日井市総合計画」及び愛知県が定める「尾張都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針」を踏まえつつ、都市計画の基本的方向性を明らかにしています。 

「春日井市都市計画マスタープラン」では、「にぎわいと活力に満ち いつまでも住み続けたい 

未来に輝くまち」をテーマに掲げ、産業誘致を始めとする工業・商業・農業の振興などの地域活

力の維持向上と都市と自然環境が調和した持続可能なまちづくりを目指すとしています。 

将来都市構造について、「都市交流拠点」では、「鉄道駅を中心とした様々な交流の玄関口とな

る拠点として、通勤・通学利用者の利便に資する商業の集積を図ります。JR春日井駅周辺及びJR

勝川駅周辺については、鳥居松周辺にかけて、行政、文化施設の集積も図ります。」としています。

また、「地域拠点」では、「地域住民へのサービスの提供を行い、地域住民の生活の中心となる拠

点として、地域の日常生活を支える商業施設の集積を図ります。」としています。 

策定年月 2010年（平成22年）３月 

策定主体 春日井市 

計画期間 2010年度（平成22年度）～2019年度（平成31年度） 

概 要 

◆将来都市フレーム 

(1)人口フレーム 

302,000人 

(2)世帯フレーム 

130,000世帯 

(3)産業フレーム 

①製造品出荷額等：10,886億円 

②商品販売額：6,926億円 

(4)土地利用フレーム 

区 分 現状面積(ha) 将来面積(ha) 必要面積(ha) 

住宅地 2,558 2,623 65 

工業地 346 443 85 

商業地 336 346 10 

◆都市像 

『にぎわいと活力に満ち いつまでも住み続けたい 未来に輝くまち』 

◆まちづくりの目標 

①都市の機能が集約したまちづくり 

人口減少社会の到来や少子高齢化の進行に対応し、成長型から成熟型社会への形成に向けて、
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都市交流拠点である利便性の高い駅周辺や中心的市街地、地域の生活の中心をなす地域拠点な

どに都市機能を集積し、便利で快適に暮らせるまちを目指します。 

②活力のあるまちづくり 

都市の持続的な発展を支えるとともに、誇りと愛着を持って暮らし続けられるように、産業

活動や都市間交流が盛んで、まちににぎわいと活気がある、活力あるまちを目指します。 

③人と環境にやさしいまちづくり 

環境の保全に努めつつ、人と自然が共生した中で、環境への負荷を極力少なくし、また、子

どもから高齢者まで誰もが安心して暮らすことができるように、人と環境にやさしく快適で健

康なまちを目指します。 

④安全・安心なまちづくり 

市民の生命と財産を守るため、大規模地震や集中豪雨による被害を最小限に食い止めるとと

もに、犯罪や交通事故を減少させるなど、安全・安心が確保されたまちを目指します。 

⑤うるおいのあるまちづくり 

都市の魅力を創造し、都市の文化を醸し出す美しい景観を育てていくため、都市の顔となる

景観、水と緑のうるおいのある景観、文化や歴史を感じる景観、美しい街並み景観の形成を図

るとともに、緑豊かな自然環境の保全と活用を行い、うるおいあるまちづくりを目指します。

⑥市民主体のまちづくり 

市民の自主的な参画による協働のまちづくりの実現に向けて、計画づくりから事業実施、ま

ちの維持・運営までを市民と市が一体となって、協働によるまちづくりが推進できる仕組みを

確立し、地域の特性に合ったまちづくりを目指します。

■将来都市構造 
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(4) 尾張都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（尾張都市計画区域マスタープラン） 

「尾張都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（尾張都市計画区域マスタープラン）」は、都

市計画法６条の２の規定に基づき県が定める計画です。広域的な見地から、長期的な視点に立っ

た都市の将来像を明確にするとともにその実現に向けた大きな道筋を明らかにしています。 

本市を含む７市２町を一体の都市圏として「豊かな水と緑の中で、広域交通体系をいかして産

業が力強く発展する都市づくり」を都市づくりの基本理念としており、国営木曽三川公園などの

大規模な公園や市街地を流れる河川、東部の丘陵地や市街地周辺の農地などの豊かな水と緑によ

り自然的な環境のつながりを確保するとされています。また、東名・名神高速道路をはじめとす

る広域交通体系による利便性をいかし、工作機械産業などのモノづくり産業や航空宇宙産業など

の次代を担う産業の集積を高めて都市活動と自然環境が調和した安心・安全で持続可能な都市づ

くりを進めることとされています。 

策定年月 2010年（平成22年）12月（2011年（平成23年）９月一部変更） 

策定主体 愛知県 

計画期間 2010年（平成22年）～2020年 

概 要 

◆都市づくりの基本理念 

豊かな水と緑の中で、広域交通体系をいかして産業が力強く発展する都市づくり 

◆将来都市像 

○中心市街地や主要な鉄道駅の周辺では、まちなか居住が進んでいます。郊外の大規模住宅団

地の再生や分散した市街地の鉄道駅周辺などへの再構築が進み、安全で暮らしやすい環境が

確保されるとともに、多様な世代の交流とふれあいが生まれた良好な地域社会が形成されて

います。 

○一宮駅周辺と春日井市の鳥居松周辺地区に、広域的な都市機能の集積が進み、区域の拠点と

して住民の生活や企業の産業活動を支えています。 

○広域交通体系やそれに接続する道路網の整備により、区域を越えた人・モノ・情報の連携や

交流が拡大し地域が持続的に発展しています。また、拠点間や拠点と居住地域間を結ぶ幹線

道路網が充実し、多様な交流機会を提供しています。 

○広域交通体系による利便性をいかして地場産業である繊維産業の高い集積があります。航空

宇宙産業、工作機械産業、電気機器産業などの多様な産業の連携が強化され、伝統的な産業

と次代を担う産業の育成や集積がさらに進んでいます。 

○木曽川、庄内川、五条川、内津川、日光川、東部に広がる丘陵地をはじめとする豊かな水と

緑の活用と連携が図られ、快適な暮らしが生まれています。 

○伝統に育まれた神社・仏閣や城郭、地域の特色ある祭りなどの豊富な歴史的・文化的資源の

活用と連携が図られ、にぎわいや交流が生まれています。 

○自然環境が保全されるとともに、地震、水害、土砂災害などへの対策が講じられ、安全な暮

らしが確保されています。 
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○行政、住民、自治組織、企業、NPOなどの多様な主体が協働したまちづくりが進み、地域のニ

ーズに対応した良質な地域社会が形成されています。 

◆都市づくりの目標 

①人口動向等を踏まえた住居系市街地の形成に向けた目標 

主要な鉄道駅を中心にさまざまな都市機能を集積し、まちなか居住を促進します。高齢者を

はじめとして誰もが暮らしやすい生活環境を確保することにより、多様な世代の交流とふれあ

いが生まれる居住空間の形成をめざします。 

東部の丘陵地に立地する高蔵寺ニュータウンや桃花台ニュータウンなどの大規模住宅団地で

は、少子化と高齢化が進行して健全な暮らしを維持していくための地域社会の喪失が懸念され

ます。そこで、このような少子化と高齢化が進む大規模住宅団地については、日常生活の利便

性を高めながら、豊かな緑が配置されている良好な居住環境などの既存ストックをいかし、多

様な世代の交流とふれあいが生まれる住宅地の形成をめざします。 

②都市機能の立地・誘導に向けた目標 

多様な世代のにぎわいや交流が創出された活力ある都市を構築するため、区域における広域

的な都市機能を有する一宮駅周辺と春日井市の鳥居松周辺地区を区域拠点として位置づけ、既

存施設の活用に配慮しながら、住民や企業が広く利用できる広域的な都市機能の集積をめざし

ます。 

■都市づくりの目標＜将来都市構造図＞ 
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２ 市街地の形成過程 

本市では、1889年（明治22年）の市制及び町村制の実施に伴い、合併・改称・村制により市制以

前の各町村が成立しました。その後、1906年（明治39年）に東春日井郡の多くで再編による合併

が行われた後、1943年（昭和18年）に勝川町、鷹来村、篠木村、鳥居松村が合併し、春日井市が誕

生しました。昭和18年の市制施行時は太平洋戦争のさなかであり、軍需都市として誕生し、終戦

後は内陸工業都市として歩み始めました。当時は、名古屋市に隣接する勝川駅から春日井駅の周

辺に市街地が形成されていました。1958年（昭和33年）には、高蔵寺町と坂下町を合併し、現在

の春日井市となりました。 

その後、名古屋都市圏における人口増加の受け皿として、土地区画整理事業の推進、高蔵寺ニ

ュータウンの建設が始まり、名古屋都市圏における衛星都市として市街地の形成が進みました。

その後も良好な居住環境の形成に重点をおいた都市づくりを進め、人口30万人を擁する中部圏の

中堅都市として発展してきました。 

【表1-1 主な沿革】 

年 主な内容 

1889年（明治22年） 市制及び町村制の実施に伴い、合併・改称・村制により各町村が成立 

1900年（明治33年） 
中央本線（名古屋多治見間）の開通 

勝川駅、高蔵寺駅の開設 

1906年（明治39年） 勝川町、鷹来村、篠木村、鳥居松村、高蔵寺村、坂下村となる 

1924年（大正13年） 定光寺駅の開設 

1927年（昭和２年） 鳥居松駅（現春日井駅）の開設 

1928年（昭和３年） 坂下村に町制施行 

1930年（昭和５年） 高蔵寺村に町制施行 

1943年（昭和18年） 勝川町、鷹来村、篠木村、鳥居松村の４町村が合併し、市制施行 

1951年（昭和26年） 神領駅の開設 

1953年（昭和28年） 人口が５万人を突破 

1958年（昭和33年） 高蔵寺町と坂下町が春日井市に合併 

1963年（昭和38年） 人口が10万人を突破 

1966年（昭和41年） 高蔵寺ニュータウンの建設開始 

1968年（昭和43年） 
高蔵寺ニュータウンの入居開始 

東名高速道路春日井インター開通 

1969年（昭和44年） 人口が15万人を突破 

1970年（昭和45年） 市街化区域、市街化調整区域の指定 

1974年（昭和49年） 人口が20万人を突破 

1981年（昭和56年） 高蔵寺ニュータウン土地区画整理事業完了 

1988年（昭和63年） 愛知環状鉄道が開業 

1991年（平成３年） 東名阪自動車道勝川～清洲間開通 

1993年（平成５年） 
城北線が開業 

東名阪自動車道勝川～名古屋間開通 

1995年（平成７年） 
東名阪自動車道勝川インターチェンジの開通 

国道19号春日井バイパス全線４車線化 

2001年（平成13年） 特例市へ移行 

2003年（平成15年） 上飯田連絡線開業 

2005年（平成17年） 人口30万人を突破 

2009年（平成21年） JR中央本線高架化が完成 

資料：春日井市資料
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【図1-2 合併の経緯】
1889(明治22).10.1 1893(明治26).3.28

1889(明治22).10.1

1889(明治22).10.1 1906(明治39).7.16

1889(明治22).10.1

1889(明治22).10.1

1906(明治39).7.16

1889(明治22).10.1

1889(明治22).10.1

1906(明治39).7.16

1889(明治22).10.1

1943(昭和18).6.1 1958(昭和33).1.1
1889(明治22).10.1

1889(明治22).10.1

1889(明治22).10.1 1906(明治39).7.16

1889(明治22).10.1

1889(明治22).10.1 1906(明治39).7.16 1930(昭和5).1.1

1889(明治22).10.1

1889(明治22).10.1

1906(明治39).7.16 1928(昭和3).11.1

1889(明治22).10.1

八田与吉新田

勝川妙慶新田
柏井村

勝川村 勝川村 勝川町

味鋺原新田 味美村

勝川町
上条新田

下条原新田

稲口新田 春日井村

如意申新田

春日井村

和爾良村 和爾良村

牛山村

鳥居松村

中切村
小野村

下条村

松河戸村

大手池新田
田楽村

田楽村

下津尾村

田楽新田 鷹来村

大手酉新田
片山村

大手村

桜佐村

下原村 春日井市

大泉寺新田

関田村 小木田村 篠木村

下市場村

外之原村

玉野村
玉川村

春日井市
下原村

南下原村

下原新田 八幡村

熊野村

堀ノ内村 雛五村

神領村

大留村

高蔵寺村 高蔵寺町
気噴村

坂下村 坂下町
上野村

出川村

庄名村

新明村 不二村

白山村

松本村

高蔵寺村

廻間村
神坂村

神屋村

坂下村

内津村

明知村 内津村

西尾村

資料：春日井市資料
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【図1-3 市制以前の状況】

資料：春日井市資料 

1889年（明治22年）当時 

1906年（明治39年）当時 
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【図1-4 市街地形成過程】

1958年（昭和33年） 

1962年（昭和37年） 
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1972年（昭和47年） 

1988年（昭和63年） 
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2002年（平成14年） 

1996年（平成8年） 
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2015年（平成27年） 

2017年（平成29年） 


