
都市再生整備計画(第4回変更)
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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 994 ha

平成 22 年度　～ 平成 26 年度 平成 22 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

％ H21 H26

％ H21 H26

人 H20 H26

都道府県名 愛知県 瀬戸市 品野地区

計画期間 交付期間 26

安全・安心で、魅力に満ちた賑わいと活力あるまちづくり
　○　地域力の向上による安心・安全なまちづくり
　○　地域資源を活用したおもてなしのまちづくり

　品野地区は、本市の北東部に位置し、古くからやきものの産地として国道248号、363号沿線に市街地を形成してきました。この市街地を取り囲むように地域北部から東部にかけては豊かな自然環境を有し、愛知高原国定公園に指定され、この中に位
置する岩屋堂では、春の桜と秋の紅葉、夏は天然プールにキャンプ村と四季を通して多くの観光客を迎えています。
　平成17年に東海環状自動車道が開通し、せと品野インターチェンジが設置され、新たな市の玄関口として活用が期待される地区となっています。また、平成2年度から進めてきた品野西土地区画整理事業（区域面積：18.9ha）においては、平成21年4月
に保留地を完売し、新たなコミュニティの形成が見込まれる地域となっています。
　本市の人口が増加傾向（平成10年：130,560人　平成20年：133,339人）にある中で、この地区の人口は減少傾向（平成10年：11,483人　平成20年：11,149人）にあり、高齢化率も市全体の21.5％に対し、この地区は24.9％となっており高齢化が進む地域と
なっています。
　市では、少子化・高齢化の状況の下でも良好な地域コミュニティを持続させるため、地域力向上プランを策定し、地域住民自らが主体的に地域の課題解決に取り組み、それぞれの地域の実情に応じた地域づくりを行う取り組みを進めています。この地
域は他の地区を先導するリーディング地域に位置づけられ、自治会や公民館を始め、老人会、婦人会、PTAやこども会、岩屋堂観光協会やまちづくりに関する市民の協議会等が参加する「品野台地域力向上プラン委員会」を組織し、地域住民同士がとも
に助けあって行う具体的なアクションプランの策定に着手しているところです。
　また、かつて年間60万人もの観光客でにぎわった岩屋堂が平成15年には年間42.7万人程度に落ち込み、この状況に危機感を感じた岩屋堂観光協会と岩屋堂をよくする会、品野つくし会といった市民団体が岩屋堂の魅力向上やPRに向けて様々な活動
を始め、平成19年からはこれら市民の手により「ライトアップ」事業が開催されるようになっています。

　市民自らのまちづくりの機運が高まる中で、この地域における安全・安心を支える生活基盤の整備や東海環状自動車道せと品野インターチェンジ、地域資源を活用した、新たな交流と活力を生み出すまちづくりが急務となっています。

（第5次瀬戸市総合計画）
　○　地域の課題を自ら解決するための市民活動が多方面にわたって活発に展開されている。
　○　「せと・まるっとミュージアム」を核として、魅力に満ちた産業観光都市づくりが進められ、賑わいと活力のあるまちとなっている。
　○　地震などの災害に対する備えを強化しているとともに、地域でお互いに協力しあって防災対策に取り組み、安全に安心して生活を送っている。
（都市計画マスタープラン）
　○　やきもの資源を活かしつつ、豊かな自然と共生した活力あふれるまち

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

災害の不安がないと思う人の割合
市民アンケートにおいて地域住民が左記の問いに「そう思う」「どちらかといえばそう
思う」と回答した割合

「目標：地域力の向上による安心・安全なまちづくり」の達成状況を確認するため、安全・安心
に対する市民意識の変化を確認するもの 24.6% 53.8%

自治会等の地域活動が盛んであると
思う市民の割合

市民アンケートにおいて地域住民が左記の問いに「そう思う」「どちらかといえばそう
思う」と回答した割合

「目標：地域力の向上による安心・安全なまちづくり」の達成状況を確認するため、安全・安心
に対する市民意識の変化を確認するもの 30.8% 54.5%

地区内観光施設への来訪者数 観光レクリエーション統計に基づく地区内観光施設への年間来訪者数
「目標：地域資源を活用したおもてなしのまちづくり」の達成状況を来訪者数により確認するも
の 57万人 67万人



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

方針に合致する主要な事業
・整備方針１
（地域力の向上による安心・安全なまちづくり）
　地域住民の相互交流を促進し、地域力の向上による地域住民主体のまちづくりを推進するため、品野地域交流センター（仮称）の整備を行うとともに、
安心・安全な市民生活を支える都市基盤の整備を行います。

品野台地域交流センター整備（基幹事業：市）／公園（基幹事業：市）／安心・安全事業（提案事業：
市）／小学校耐震改修（関連事業：市）／保育園耐震改修（関連事業：市）／耐震性貯水槽整備（関
連事業：市）／品野地域交流センター交流広場整備（関連事業：市）／安心・安全事業（関連事業：
市）／事業効果分析調査（関連事業：市）

・整備方針２
（地域資源を活用したおもてなしのまちづくり）
　地域内外の交流を促進し、地域の活力と賑わいを創出するため、地域の東海環状自動車道せと品野インターチェンジに近接して道の駅を整備するとと
もに、愛知高原国定公園岩屋堂公園の整備を行います。

岩屋堂公園再整備事業（基幹事業：市）／品野観光交流センター（基幹事業：市）／情報板（基幹事
業：市）／岩屋堂公園再整備事業（提案事業：市）／観光交流センター附帯事業（提案事業：市）／
観光交流センター利用促進事業（提案事業：市）／岩屋堂公園再整備事業計画策定（提案事業：
市）／道の駅整備（敷地造成・駐車場・地域振興施設整備）（関連事業：市）／観光促進事業（関連
事業：市）／事業効果分析調査（関連事業：市）



　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【変更後】

交付対象事業等一覧表

（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
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 事業費

道路

公園 市 直 1,000㎡ H22 H22 H22 H22 10 10 10 10

市 直 1,797㎡ H23 H23 H23 H23 10 10 10 10

市 直 1,000㎡ H24 H24 H24 H24 10 10 10 10

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 －

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 情報板 市 直 2箇所 H23 H23 H23 H23 4 4 4 4

高質空間形成施設 市 直 36ha H24 H26 H24 H26 33 33 33 33

高次都市施設 地域交流センター 市 直 850㎡ H22 H22 H22 H22 200 200 200 200

高次都市施設 観光交流センター 市 直 81㎡ H22 H22 H22 H22 46 46 46 46

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

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 313 313 313 313 …A

提案事業
（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 事業費
市 直 5か所 H22 H25 H22 H25 16 16 16 16

市 直 36ha H22 H26 H22 H26 71 71 71 71

市 直 H22 H22 H22 H22 6 6 6 6

市 直 H23 H23 H23 H23 1 1 1 1

－

－

合計 100 100 100 100 …B
合計(A+B) 413

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
市 国土交通省 ○ H22 H22 48

市 農林水産省 ○ H22 H22 157

市 文部科学省 ○ H22 H23 114

市 ○ H26 H26 36

市 愛知県 １基 ○ H22 H22 6

市 3,916㎡ ○ H26 H26 51

市 H22 H26 6

市 H22 H26 10

市 〇 H26 H26 1

合計 429

耐震改修 品野東保育園

広場整備 品野地域交流センター交流広場

交付対象事業費 413.0 交付限度額

向山公園

岩屋堂公園

165.2 国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

後田公園

広之田町ほか

天白公園

品野台地域交流センター

品野観光交流センター

住宅市街地
総合整備
事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

事業活用調
査

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

安心・安全事業 岩屋町ほか

岩屋堂公園再整備事業 岩屋堂公園

岩屋堂公園再整備事業計画策定

品野町1丁目

観光交流センター利用促進事業 －

観光交流センター附帯事業

岩屋堂公園 市 直

まちづくり活
動推進事業

－

－

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

道の駅整備（敷地造成・駐車場整備） 品野

道の駅整備（地域振興施設整備） 品野

耐震改修 下品野小学校

耐震性貯水槽整備 品野西土地区画整理事業区域内

観光促進事業 品野地域

事業効果分析調査 品野地域

安心・安全事業 品野地域

2 2 2－ H22 H22 H22 H22 2



都市再生整備計画の区域

　品野地区（愛知県瀬戸市） 面積 994 ha 区域
品野町1丁目、品野町2丁目の一部、品野町3丁目、品野町4丁目の一部、品野町5丁目、品野町6丁
目の一部、品野町7丁目、品野町8丁目、落合町の一部、広之田町の一部、暁町の一部、中品野町、
井山町、鳥原町、岩屋町、窯町の一部、上品野町の一部、上半田川町の一部

東海環状自動車道

国道248号

国道363号

せと品野IC



災害の不安がないと思う人の割合 （％） 24.6% （21年度） → 53.8% （26年度）
自治会等の地域活動が盛んであると思う市民の割合 （％） 30.8% （21年度） → 54.5% （26年度）

地区内観光施設への来訪者数 （人） 57万人 （20年度） → 67万人 （26年度）

　品野地区（愛知県瀬戸市）　整備方針概要図

目標

　安心・安全で、魅力に満ちた賑わいと活力のあるまちづくり

　　○　地域力の向上による安心・安全なまちづくり

　　○　地域資源を活用したおもてなしのまちづくり

代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例
１

2

3

4

5

○関連事業

耐震改修（下品野小学校）

○関連事業

耐震改修（品野東保育園）

■高質空間形成施設

岩屋堂公園再整備事業

□地域創造支援事業

岩屋堂公園再整備事業

□事業活用調査

岩屋堂公園再整備事業計画策定

国道248号

国道363号

せと品野IC

東海環状自動車道

■公園

天白公園整備事業

○関連事業

耐震性貯水槽

■公園

後田公園整備事業

■公園

向山公園整備事業

○関連事業

道の駅整備

（敷地造成・駐車場・地域振興施設整備）

□地域創造支援事業

安心・安全事業（①～⑤）

岩屋堂公園

□地域創造支援事業

観光交流センター附帯事業

□地域創造支援事業

観光交流センター利用促進事業

【変更後】

■地域生活基盤施設

情報板

■地域生活基盤施設

情報板

■高次都市施設

品野観光交流センター

■高次都市施設

品野台地域交流センター

○関連事業
品野地域交流センター交流広場

○関連事業
事業効果分析調査


