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建設水道委員会視察報告書（2014.10.22-24） 黒川智明

日程及び視察内容

月日 視察先 研修テーマ

10月22日 東京都江戸川区 新しい街路樹デザインについて

23日 群馬県前橋市 中心市街地活性化等による街づくりについて

24日 静岡県浜松市 スマートインターチェンジについて

参加者 委員【山崎、前田、鈴木、神谷、樫谷、星野】 議会事務局塚本、公園緑地課高須

テーマ：新しい街路樹デザインについて
視察目的 刈谷市の街路樹において、虫害・落ち葉・根上がりなどの苦情が寄せられている。その防止

策や街路樹の管理方法及び、道路景観についての考え方・施策を学ぶ。

２. 街路樹にあり方：道路緑化の機能 （6項目）

３．新しい江戸川区街路樹植栽基準（区道のみ対象）

４．樹形維持管理のルールと仕組み

面積（k㎡） 街路樹数 維持経費（億円）

江戸川区 49.09 34598 5.3

刈谷市 50.45 5000 1.0

①景観の向上（銀杏並木など）②生活環境保全（大気浄化、騒音緩和など）
③緑陰形成（寒暑の軽減・緩和）④交通安全（歩車分離、視覚誘導）
⑤自然環境保全（鳥や虫達の移動空間）⑥防災（災害時の延焼抑制）

歩道幅と生活環境エリアなど保しながら植樹幅や樹木の高さなど適正な
基準を定めている

〇樹形維持管理の考え方
街並みの統一感や秩序ある道路景観
形成のために、効果的な樹形管理を実施

〇各路線に合った管理をする為のルール
目標・方針を「路線別目標樹形カード」へ
記録し、維持管理を実施する。
※管理方法を維持継続出来るよう、区内
全路線（700路線）の管理帳票で運用

５．区民協働
〇江戸川区アダプト制度（区民による美化活動と委託業者とのコラボ）
・行政・区民が予め、活動場所に合わせ「公園」「緑（街路樹）」「水辺」「まちかど」
の４部門に分けて登録。 街路樹の植樹帯に花植え・美化などの活動をする。
これにより、地域貢献への意識・姿勢・習慣となる地域土壌の醸成を図っている。

街路樹植栽基準（例）

歩道幅の確保

所管 街路樹の整備及び維持管理について、江戸川区の行政施策にこだわりを持った推進は、一
つに施策に対するこだわりを感じた。 そして、維持管理の運用について、目的とやるべき事が明
確になっており、そのために、民間活力を最大限に活用する仕組みがある。 その手法は、街路樹整
備だけにとどまらず、他の施策においても共有出来るものと考える。 刈谷市の街路樹整備及び維
持保全事業について調査・導入を検討していく。

１．江戸川区の街路樹の歴史
江戸川区は下水道整備に合わせ、不要となった水路
を埋め、街路樹整備を推進してきた。
※刈谷市との街路樹数の比較は右表参照

〇民間力を活用する仕組み
①剪定は、プロポーサル公募で民間委託している。（資料１－１参照）
委託業者は、街路樹維持管理評価により、優良企業に認定されると、随時契約を行っている。（資料１－１参照）

②委託業者の質向上と人材育成を目的に街路樹剪定講習会実地
※１回／年（資料１－２参照）

現況の詳細

基準と対応内容



資料１－１

街路樹剪定講習会 常緑樹 タブノキ路線剪定時の見本剪定木の確認

資料１－２

毎年プロポーザルで25社から公募し、13社の民間アイディアを活用している。 その中で成績評価
を行い、「成績評定優良企業」は随意契約とし、企業の質向上繋げている

街路樹剪定講習会は、各参加企業の人材育成を目的に、樹木50本（タブノキ）を25社一斉に剪定
させ、出来映え評価し、学びの場として講習会を行っている。 その評価基準が明確になっており、
正しく評価する事で、企業の課題である人材育成に良い影響を与えている。



テーマ ： 中心市街地活性化等によるまちづくりについて

１．群馬県前橋市の中心市街地活性化計画の背景
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所管 中心市街地活性化は、前橋市がかかえる空き家対策など様々な課題は、刈谷市と共通する
ものであった。 前橋市は中心市街地活性化基本計画を策定する際、現状分析を行い、目標値も明
確にしながら施策を推進し、公開している事は参考になった。 又、若者の活力を取り込む活性化の
施策は、刈谷市に無い視点であり、別視点での施策発掘はまだあると認識した。
今回の視察を参考に、刈谷市の総合計画に合致する施策を進め、どのように寄与したか。 又、そ

の仕組みの検証をしていく。 そして、人口目標達成に向けた新施策を研究し提案していきたい。

６．中心市街地の２種類区域（具体的事例は資料２）
評価指標 現状数値 数値目標

歩行者・二輪車
通行量

１１９４９人
（平成23年度実績）

１６０００人
（平成2７年度）

文化施設等の
利用者数

７６２１７５人
（平成23年度実績）

９０００００人
（平成２７年度）

街なか居住の
世帯数

１４６９戸
（平成23年度実績）

１５７０戸
（平成2７年度）

５．推進体制

４．評価指標・数値目標の設定

前橋市の中心市街地と活性化区域

中心市街地の店舗数

売
上
額

（千万円）（件）

前橋市は、長期に渡って、空き店舗の常態化や中心市街地
における商品販売額や歩行者通行料等の減少傾向が継続
している状況。（昭和63年度比）

２．前橋市中心市街地活性化基本計画について
平成12年3月より中心市街地活性化基本計画を取り組み

を行ってきたが、空洞化に歯止めが掛かれなかった。
そして、平成18年「まちづくり三法」の改正から、過去の

施策成果等評価・検証を行い、コンパクトシティーへの転換
の促進を図ってる。

３．基本方針と基本姿勢
中心市外資の目標像
『人が活き、「都市の恵み」あふれる交流都心』

基本方針

１ 潤いある生き生きとした暮らしを営む
安全・安心で快適な生活出来るまちを形成し、交流人口
・居住人口の増加を図る。 公共施設を活かし、健康・医療
・福祉などの充実を図る。

２ 多様な主体の繋がりを創出し“にぎわい“をつくる
中心市街地に所在する多様な主体や都市機能
相互の連携・交流を促し、「生命都市の顔」として、新たな
まちの魅力や活力を高め、にぎわいづくりをめざす。

３ “豊かさ”を実感できる「前橋文化」を育む
多様な地域資源を更に活用、知的満足が得られる場の
創出や、美しい景観まちづくりを推進し、市内外に発信し
て、中心市街地のブランド化を図る

「中心市街地活性化推進協議会」の設置し、あらゆる
ステークホルダーと連携協力し事業の方針決定と事業
の具現化を図る。

Ａ ： 中心市街地229haの区域指定の考え方
①商業・業務機能などの産業集積が高い区域
②歴史的に中心市街地が形成された区域
③集客・観光・街なか居住などの観点から①と一体
的なまちづくりや活性化必要な区域

B： 活性化区域の多様な回遊軸

①公共交通の拠点・・・けやき通り（緑の連携軸）
②にぎわい・・・各種イベント拠点に回遊性を向上
③文化交流・・・前橋プラザ・アーツ前橋での交流

※Ａ①、Ｂ③の事例は次ページ資料２－１、２を参照

視察目的 刈谷市の中心市街地は、商店がシャッター街化
が進んでいる。 前橋市の潤いあるまちづくりの推進施策の
考え方を学び、刈谷市の市政に反映したい。



●具体的施策事例
事例Ａ①商業・業務機能などの産業集積が高い地区：空き店舗の有効活用
学生向けシュアハウスを官民学で、「シェアフラット馬場川」を整備した
地元商店主などが立ち上げた「前橋まちなか居住有限責任事業組合」が商店街の空きビルを学生向けにシェア
ハウスに改修し、若者の居住を呼び込み活動し中心街の活性化を目指す。

補助金 前橋市再開発等推進団体補助金（50万円）、前橋市中心市街地住宅転用促進事業補助（400万円）
群馬県商店街活性化コンペ事業最優秀事業プラン補助金（100万円）

●具体的施策事例
事例Ｂ③文化交流：豊かさを実感できる前橋文化を育む

大型店舗が撤退した商業ビルを前橋市が購入し、次の二拠点を整備。

シェアフラット馬場川 フリーオフィス

１）文化教養施設：前橋プラザ元気
公民館・こども図書館・市民ボラ活動センター他に食品
スーパー、専門学校もあり、市民の利便性が高い、官民学
が幅広く利用できる施設

２）アーツ前橋：芸術文化活動の推進
（前橋市初の美術館）

芸術文化活動の支援・振興を担う施設。当日は「服の記憶」
展覧会が開催されていた。 ゆとりのあるスペースの中、
展示品を試着し、体験観賞できる工夫もあった。

学生向けシュアハウス「シェアフラット馬場川」について
３階建て、1階フリーオフィス、テナント、２～３Ｆ総室数１１室（共有ＤＫ、各階に共有のトイレ・バス付き）
入居助成８千円/月（又は家賃の1/3）＝期間2年間
入居条件：まちづくり活動を10時間/月以上行い月例報告する。（時給800円）

活動内容：緑道清掃・地元ＦＭ出演・地元商店街イベント手伝い等
※2棟目「オリオンシュアハウス」を空き家を民間が自費で追加転換。 現在3棟目検討中

中央公民館受付

こども図書館

市民活動支援センター

刈谷市民ボランティア活動
センターと同じ機能の窓口

刈谷市の支所と同じ
機能の窓口

時間単位で自由に活用出来るオフィス
（新しい考えの空き部屋有効活用）

自転車で通学時間３０分の位置。 若者と地域のコミュニティーが図られ、まちの活気と前橋文化を継承している。

多様な用途で利用できる複合施設であり、来場者数３２万人（H24年度）は集客施設として効率的である。

展覧会「服の記憶」

アーツ前橋



テーマ ： スマートインターチェンジについて

視察目的 刈谷ハイウェイオアシスにて、スマートインターチェンジ設置を検討する予算が、平成26年度9月議会
で議決された。 市民の利便性向上や経済効果などスマートインターチェンジ設置の投資対効果について、浜松市
の設置施策の考え方や施策について学び、今後の刈谷市の施策に対しチェック及び提言に結びつける。

１．スマートインターチェンジとは
高速道路本線やサービスエリア・パーキングエリア・高速バス停留所から乗り降り出来る様に設置し、通過車両をＥＴＣ
を搭載した車両限定する事で、簡易な料金所の設置となり、従来の施設に比べ低コスト導入できるメリットがある。

２．スマートインターチェンジ整備の背景

〇スマートインターチェンジ整備の経緯
平成16年から社会実験として採択し整備開始（上郷ＰＡ）、
平成21年から緊急性経済対策として整備を本格化。
平成26年から道路法等の一部改正する法律施行スタート。
現状のインターチェンジ間隔10km。 欧米は５ｋｍ間隔。
追加ＩＣに対する地域からの強い要望（高速道路沿いの市町村３割が未設置）

ＳＡ・ＰＡ接続型本線直結型 具体箇所 鞍ヶ池・上郷スマートＩＣ具体箇所 蒲郡・舘山寺スマートＩＣ

接続部位

〇スマートＩＣの整備効果

●高速道路へのアクセス向上による利便性向上
●交通分散により既存ＩＣ周辺の主要道路の渋滞緩和
●観光拠点へのアクセス向上による地域活性化
●物流効率化による地域産業の発展 ●防災機能の強化

〇スマートＩＣ整備の要件
●高速道路に連結する施設は道路法上の道路であること ●スマートＩＣにより十分な社会便益が得られる事
●地域住民に対する説明責任が果たされている事 ●スマートＩＣの構造・管理・運営は地区協議会で調整した
ものであること ●設置するスマートＩＣと前後の既設ＩＣの出入り交通量が整備前より上回る見通しである事

〇スマートＩＣ整備の負担区分

● 高
速
道
路

一
般
道

国負担

スマートＩＣ

市・国各
負担1/2

国は、既存高速道路の有効活用や地域活性化のため、スマートＩＣ設置を推進する。
①平地部でＩＣ間隔を欧米並みの約５ｋｍとする ②全国に２００箇所のスマートＩＣを整備する

〇スマートＩＣ整備手続き ： 資料３－１（浜松市計画の手続き事例）を参照

高速道路ＩＣの間隔

アメリカ ５ｋｍ

ドイツ ７ｋｍ

イギリス ４ｋｍ

日本 10km

資料３－１浜松市計画の手続き事例（三方原・舘山寺ｽﾏｰﾄインターチェンジ設置事業の進歩状況）

地域の設置要望があり、十分成り
階が申請条件の一つ

三方原は産業振興が、舘山寺は観光需要増メイン目的（次ページ参照）



浜松ＳＡスマートＩＣの実績と今後設置予定の三方原・舘山寺スマートＩＣについて

所管 今後予定される刈谷ハイウェイオアシスの前後ＩＣまでの距離はそれぞれ4.3km・3.3kmである。朝の慢性
的な本線渋滞緩和や物流コスト低減効果による産業振興及び関東方面・関西方面からの物資等の中継拠点と

して大規模災害時の防災中継地点として更なる有効活用などの効果が期待される。但し、デメリットとして、県道
名古屋・岡崎線は休日は刈谷ハイウェイオアシスにおいて慢性的な渋滞が発生している事から、周辺道路の改
善を合わせて検討して行く必要がある。 様々な角度から整備費用も含め、調査・導入を検討・提言していく。

浜松ＳＡスマートＩＣの概要と開通後1年7ヶ月の実績
概要 対応車種 ETC車載器搭載全車種 ：軽自動車、普通車、中型車、大型車、特大車※車長16.5m以下

実績 総工費16.7億円、インターチェンジから市道接続部分までの
市負担額はすべて高速道路区域のため、ほぼゼロ。

●交通量 ： ＩＣへのアクセス向上により周辺住民の利便性向上
・ 計画1800台/日＜平均実績1900台/日（平日1600台/日・休日2500台/日）
●産業振興 ： ものづくり集積特区「都田テクノポリス」周辺・ＩＣ間15分圏域化
・ 物流の効率化 : 大型車両は平日が多く、当初の2.3倍（利便性浸透）
・ 浜松SAスマートICの連結許可・開通により、企業立地件数増加（右図参照）

●観光振興 ： 名古屋市中心部からの所要時間30分短縮
・ はままつフルーツパーク入場者数増加（H22年2.1万人→H24年2.23万人）

浜松市以外の来場車両1.4倍増加、滞在時間3時間以上1.3倍増加
来場者の浜松ＳＡスマートＩＣの次回利用意向６８％

●救急・救命の迅速化
・ 第3次医療施設へのアクセス向上で救命率向上。
防災航空隊と連携し防災拠点としての機能している。

企業立地の件数と面積
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三方原スマートＩＣ設置計画について
● 設置仕様 ： ＰＡ接続型、前後ＩＣ距離5.6km・4.9ｋｍ、総工費
約２０億円見込み、接続部の市負担は浜松スマートICと同じ
ほぼゼロ見込み

26分16分16分

●交通の利便性 ： 浜松駅から東名高速道路までは、北西
（浜松西ＩＣ）または北東（浜松ＩＣ）の逆三角形の位置関係にあ
り、三方原スマートＩＣの設置で10分から13分短縮が見込める。
●産業振興 ： 新旧の東名高速道路をつなぐ事で物流の効
率化が更に図れる。 これにより、企業誘致の加速的になる
と予想される。
●救急・救命の迅速化 ： スマートICの整備により浜松市内の
２つの第２次医療施設、１つの第３次医療施設の計３箇所の高
次医療施設が、高速道路ICから１５分圏域に含まれる。また、救
命救急センターが高速道路ICから10分圏域に入る。

浜松西IC

浜松IC

29分

浜松スマートIC
●

●

●
●

●
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舘山寺スマートＩＣ設置計画について

● 設置仕様 ： 本線直結型、前後ＩＣ距離6.7km・3.9ｋｍ、
総工費約３０億円見込み、市負担は不明

三方原スマートIC

舘山寺スマートIC
●●交通の利便性 ： 利用ＩＣの分散による周辺道路の混雑緩和。

三ヶ日ＩＣから舘山寺まで約41分掛かっていたが、三方原ス
マートＩＣの設置で30分短縮が見込める。

●観光振興 ： 名古屋方面から舘山寺宿泊地まで、現在1時間
50分掛かっているが、今回の設置で、1時間30分に変更され、
観光振興の起爆剤として期待される。

●防災機能向上 津波被害時に、避難所までのルートは三ヶ
日ＩＣからの距離も遠く、津波による浸水でアクセスが困難と
なる可能性が改善される見込み 庄内半島への迅速な救
援・救助や復旧活動への効果が期待される。


