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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 ２５ ha

平成 １７ 年度　～ 平成 ２１ 年度 平成 １７ 年度　～ 平成 年度

目標
大目標

目標１

目標２
目標３

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

人／12h H16 H21

人／年 H１6 H21

人／年 H16 H21

都道府県名 愛　知　県 北
きた

名古屋市
な ご や し

（旧
きゅう

西春町
にしはるちょう

） 　西春駅周辺地区

計画期間 交付期間 ２１

　本地区は、平成１３年度に策定した旧西春町中心市街地活性化基本計画における中心市街地の区域を地区とする。
　本地区は、北名古屋市の玄関口である名鉄犬山線西春駅前に位置し、同鉄道により名古屋駅とは約９分で結ばれているほか、名古屋市営地下鉄との相互乗り入れにより、名古屋市内の各方面へのアクセスにも優れた交通利便性の高い地区であ
る。地区内には、古くから駅前商店街が立地し、地域における生活の中心として位置づけられてきたが、近年では商業の衰退とともに駅前幹線道路や駅前広場など都市基盤の未整備が大きな課題となっていた。
　このような中、駅東口では大規模な紡績工場跡地があったが、その工場跡地の土地利用転換（再開発地区整備計画）にあわせ、Ｈ４年には駅前幹線道路と駅前広場、地下自転車駐車場（駅広の地下）の整備、駅舎の橋上化と東西連絡橋（自由通路）
の整備が完了し、Ｈ６年には核店舗（名鉄パレ）のオープン、Ｈ１６年には西春駅東地区優良建築物等整備事業も完成している。
　一方、駅西口は古くからの商店街が立地し、都市再生整備が遅れていたが、Ｈ１１年より西春駅西土地区画整理事業（都市再生区画整理事業）を施行、駅前幹線道路と駅前広場については、Ｈ１３年より沿道区画整理型街路事業をもちいた交通結節
点改善事業を施行、Ｈ１６年には西春駅西地区（パティオニシハル）優良建築物等整備事業や（財）自転車駐車場整備センターによる西春駅西自転車駐車場も完成、さらにＨ１８年には公共下水道（汚水）の事業認可区域となる計画であり、都市再生に向
け確実に各種整備・計画が進んでいる。その中で、都市再生整備の根幹事業である土地区画整理事業は、Ｈ１３年に仮換地指定済みであり、現在事業量の大半をしめる建物移転を専ら実施しており、その進捗はＨ１９年度末現在約８５％であり、Ｈ２３
年度事業完了の予定である。
　住民意識としては、駅前での区画整理事業の事業化を期に、まちづくりに対する関心・熟度も高まり、住民参加により中心市街地活性化基本計画（Ｈ１３）、西春駅周辺交通環境改善計画（Ｈ１３）、西春駅西口景観施設計画（Ｈ１４）等を策定し、住民参
加による都市再生整備に向けた計画づくりにも取り組んでいる。
　まちづくり活動としては、中心市街地活性化基本計画の策定において、地元大学（名古屋芸術大学）との連携による交流事業をソフト事業の柱と位置づけ、早速Ｈ１４年度から大学の先生、卒業生、学生によるまちづくり組織　N/N（エヌツー）を発足し、
芸術・アートを活かした個性あるまちづくり活動に取り組み始めている。また、駅前には西春駅前商店街協同組合やサンキュー隊（商店街の女将さんによる組織）もあり、七夕祭りや楽市（フリーマーケット）等のイベントや清掃活動などを展開している。
　上位計画としては、都市計画マスタープラン（H２０策定）において将来都市構造の「都心核」と位置づけ、中心市街地活性化基本計画における目標では「出会い、ふれあい、支え合う、交流と創造のまち」とし、さらに当該地区は、『シンボル
ロード・拠点地区』と位置づけている。また、交通通環境改善計画（H１３策定）では「西春駅前線、西口駅前広場などの一体的整備、バリアフリー化」を行うとしている。
　本制度は、限られた計画期間（３～５年）において実施するため、その効果が最も有効で期待できる段階（時期）として、施行に期間を要する都市再生整備の基盤事業である土地区画整理事業や街路事業の後半期に本制度ど導入し、各種事業を総合
的に実施し、まちづくりの完成度を高め事業相互の相乗効果により、投資効果の拡大と都市魅力の向上を図る。

健康快適都市の「玄関口」にふさわしい魅力ある中心市街地の再生

交通結節機能を中心とした都市基盤の充実による中心市街地の利便性の向上

魅力ある景観の創出による中心市街地の快適性の向上
出会いと交流の機能強化による中心市街地の賑わいの創出

・既に交通結節機能を有する幹線道路や駅前広場を区域に含む都市再生土地区画整理事業（西春駅西地区）が実施されているが、関連事業（沿道区画整理型街路事業、交通結節点改善事業等）とあわせより一層の事業推進が求められている。
・土地区画整理事業等による都市基盤整備だけにとどまらず、健康都市の玄関口として魅力的な都市空間・都市景観の形成が必要である。
・ハード面だけでなく、出会いと交流の場づくりや各種まちづくり活動への支援も充実する必要がある。

・北名古屋市総合計画「健康快適都市」に示される、本市のにぎわいと交流の拠点として、都市機能の集積を図るとともに、ターミナル機能、商業機能を強化する。
・北名古屋市都市計画マスタープランに示されている「都心核」としての都市構造や、中心市街地活性化基本計画に示される「出会い、ふれあい、支え合う、交流と創造のまち」の実現を目指す。
・まちづくりの人づくり、組織づくりを推進するとともに、各種イベント、まちづくり活動を発展させ、中心市街地の活性化を目指す。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

2,600

西春駅前公会堂利用者数
地区内に交流の拠点として新たに整備するこの施設の年
間利用者数を計る。 出会いと交流の拠点として新たに整備する西春駅前公会堂の利

用者数を指標とする。
0 2,000

往来者数
駅前シンボルロードである西春駅西線の12時間（7：00～
19：00）あたりの往来者数（歩行者、自転車等、自動車・自
動二輪を除く）を計る。

交通結節機能の充実と魅力的な景観形成により、往来者数が増
加することを指標とする。従前値より２割増の2,600人を目指す。

2,200

約 12,000イベント等参加者数
各種団体・組織が開催するイベント等の年間当たりの参加
者数を計る。

まち全体が元気（健康）になることを目指し、各種組織によるイベン
ト等への参加者数が増加することを指標とする。従前値より、２割
増の約12,000人を目指す。

約 10,000



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

整備方針３（出会いと交流の機能強化による中心市街地の賑わいの創出）
　出会いと交流の拠点として、西春駅前公会堂及び隣接する（仮）駅前公園を整備するとともに、Ｎ／Ｎ（エヌツー）を始め地域住民などによるイベント等まち
づくり活動の維持、発展を図る。特に、中心市街地活性化基本計画でもソフト事業の柱としている地元大学との連携による交流事業（N/N）の支援を中心に
取り組み、本地区の活性化を目指す。

・高次都市施設（基幹事業/西春駅前公会堂）
・公園（関連事業/（仮）駅前公園）
・まちづくり活動推進事業（提案事業）

①住民等による継続的なまちづくり活動
・本地区は、土地区画整理事業地区と重なっており、本事業も最終段階に入ったところである。これまで地域住民等の生活に不便を来たしていた生活道路の整備や、老朽住宅の解消などを行い、まち全体が、新しく健康になりつつある状況である。
・これまで、地元の芸術大学が、地域住民（商店街協同組合）と連携を図り、駅周辺のまちづくりに取り組んでいるが、これらの活動が、今後も継続して行えるような、体制づくりを図っていく必要があるとともに、今まで活動してきた人びとをリーダー核とし、さ
らに地域住民の人びとも参加しながら、地域が一丸となってまちづくりに取り組んでいけるような仕組みづくりを検討しいく必要がある。
・特に、地元の芸術大学OBが中心となって活動している団体（N／N）は、地元商店街と連携し、商品開発などを行い、駅前商店街独自の商品開発も手がけていこうと、意欲的である。
・そして、これらの活動を通じて、北名古屋市の人々のこころも健康になり、大きな目標である健康快適都市に、一歩ずつ近づいていけると考える。

②施設の維持管理、清掃等への住民等の参加
・まちの地域の玄関口となる駅前幹線道路や駅前広場、さらに街区公園などの清掃活動や緑化活動等についても、地域住民の施設であることを認識してもらい、地域による維持管理、清掃活動を進めていけるよう、話し合いの場を設け、検討していく必要
がある。

③イベント等まちの運営・管理を行う組織の設置
・本地区には、先述のとおり、N／Nや地域住民などの組織がまちづくり活動を行っているが、さらにこれらの組織を軸にして、新しく完成した「パティオニシハル」におけるパティオ（中庭）でのイベント開催や、楽市や七夕祭りなどの既存のイベントもをさらに充
実させ、今後も継続して取り組んでいけるよう、各組織のリーダーが連携を図り、「まちの健康」、「こころの健康」を目指し、活動を行っていく。

④事後評価への住民等の参加
・事業期間中に取り組んできた様々な事業により、生まれ変わった西春駅周辺地区について、従前と比較し、どこまで健康、元気になったかを、地域住民の方を対象にアンケート調査等により評価を行う。

方針に合致する主要な事業
整備方針１（交通結節機能を中心とした都市基盤の充実による中心市街地の利便性向上）
　交通結節機能を有する幹線道路や駅前広場の整備、土地区画整理事業によるその周辺の一体的整備・再構築等の都市基盤整備事業を一層推進する。

・土地区画整理事業（基幹事業/西春駅西地区）
・公園（関連事業/（仮）駅前公園）
・沿道区画整理型街路事業／交通結節点改善事業（関連事業/（都）西春駅西線、西春駅西口駅前
広場）
・街路事業／交通結節点改善事業（関連事業/西春駅東西連絡橋）
・下水道事業（関連事業/公共下水道（汚水））

整備方針２（魅力ある景観の創出による中心市街地の快適性の向上）
　都市基盤整備を推進するとともに、魅力ある都市空間を形成するため、本地区におけるシンボルロードとして位置づけられている（都）西春駅西線、西春
駅西口駅前広場の修景整備、及び街区公園の整備を行い、本地区にふさわしい都市景観の形成を図り、人びとが楽しく回遊できるようなまちづくりを目指
す。

・公園（関連事業/（仮）駅前公園）
・高質空間形成施設（基幹事業/緑化施設等、西春駅西線）
・高質空間形成施設（関連事業/緑化施設等、西春駅西口駅前広場）



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

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 北名古屋市 直 － H21 H21 H21 H21 31 31 31 31

高次都市施設 北名古屋市 直 － H17 H18 H17 H18 116 116 116 116

既存建造物活用事業

土地区画整理事業 北名古屋市 直 3.16ha H11 H21 H17 H21 750 280 280 280

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

人にやさしいまちづくり事業

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 897 427 427 427 …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
0

0

0

0

北名古屋市 直 － H17 H17 H17 H17 1.5 1.5 1.5 1

0

合計 2 2 2 1 …B
合計(A+B) 428

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
愛知県 国土交通省 L＝257m、W＝18 ○ H13 H22 2,623

北名古屋市 国土交通省 A＝2,300㎡、L＝16 ○ H13 H22 900

北名古屋市 国土交通省 ES1基、EV1基 ○ H13 H22 100

北名古屋市 国土交通省 25ha ○ H18 H22 395

北名古屋市 815㎡ ○ H22 H22 42

北名古屋市 2300㎡ ○ H22 H22 147

西春駅前商店街協同組合 33基 ○ H21 H21 8

合計 4,215

高質空間形成施設（街路灯） 西春駅前商店街

公園 （仮）駅前公園

交付対象事業費 428 交付限度額

事業
細項目

事業主体事業箇所名

－

171 国費率 0.4

うち民負担分

0

0

0

うち民負担分

0

0

0

交付期間内事業期間
規模直／間

（参考）事業期間

－

規模

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業

沿道区画整理型街路事業／交通結節点改善事業

事業期間

西春駅西口駅前広場

（いずれかに○）

西春駅東西連絡橋

西春駅地区・西春駅西線

事業主体

高質空間形成施設（緑化施設等）

下水道事業

地域創造
支援事業

全体事業費

交付期間内事業期間
規模事業主体 直／間

（参考）事業期間

所管省庁名

沿道区画整理型街路事業／交通結節点改善事業

街路事業／交通結節点改善事業

地元大学連携交流支援事業

－

住宅市街地
総合整備
事業

事業箇所名事業
細項目

西春駅西地区

西春駅地区・駅前広場

事業箇所名

公共下水道（汚水）



都市再生整備計画の区域

西春駅周辺地区（愛知県北名古屋市） 面積 25 ha 区域

北名古屋市西之保　東海、西若及び南若の全部、清水田、深坪、三町地及
び青野東の各一部。九之坪　西町、中町、北町、南町及び竹田の全部、東町
の一部。

【図面作成上の留意点】

・下図は都市計画総括図を使用すること。未都
計の場合は、適宜下図を作成すること。
・Ａ４横長であれば、縮尺は自由。ただし、必ず
スケールバー・方位を記入すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りと
し、地区名、区域面積を記入すること。
・地区の相対的な位置関係が明確になるよう
に、国道、高速道路、IC、鉄道、鉄道駅、ランド
マークとなるような施設（市役所、文化会館等）
については、必ず図示すること。
・その他必要な事項は適宜追加してよいが、必
ず凡例を記入すること。

【記入要領】
・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。
　　　例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部

0　　　　　　100　　　　　　200　　　　　300　　　　　 400           500m

SCALE 　1:5000

都市計画マスタープラン（H8.3）策定
『将来都市構造図』

西春駅西土地区画整理
事業地区（3.16ha）

西春駅周辺地区
（25ha）

0 　　   100 　　 200 　　　300  　　400         500m



往来者数 （人／12h） 2,200 （H16年度） → 2,600 （H21年度）

西春駅前公会堂利用者数 （人／年） 0 （H16年度） → 2,000 （H21年度）

イベント等参加者数 （人／年） 約10,000 （H16年度） → 約12,000 （H21年度）

　西春駅周辺地区（愛知県北名古屋市）　整備方針概要図

目標 健康快適都市の「玄関口」にふさわしい魅力ある中心市街地の再生
代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

■基幹事業
土地区画整理事業
西春駅西地区 3.16ha

〇関連事業
高質空間形成施設
駅前広場の緑化施設等

〇関連事業
沿道区画整理型街路事業／交通結節点改善事業
駅前広場 2,300㎡

〇関連事業
街路事業／交通結節点改善事業
西春駅東西連絡橋 ｴｽｶﾚｰﾀｰ1基

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ1基

■基幹事業
高次都市施設（地域交流センター）
西春駅前公会堂

〇関連事業
沿道区画整理型街路事業／交通結節点改善事業
（都）西春駅西線 L=257m,W=18m

□提案事業
まちづくり活動推進事業
地元大学連携交流支援事業

■基幹事業
高質空間形成施設
（都）西春駅西線の緑化施設等

〇関連事業
下水道事業
公共下水道（汚水）

〇関連事業
公 園
（仮）駅前公園 815㎡

市役所（西庁舎）

西春駅

主要地方道 春日井稲沢線
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〇関連事業
高質空間形成施設
（都）西春駅西線の街路灯


