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みどり豊かな美しい桜井を
桜井駅周辺地区まちづくりのご案内
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みどり豊かな美しい桜井を
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まちの未来に向かって

　一面の農地が広がる田園地帯であった桜井
で、｢まちづくり｣ が持ちあがったのは平成
９年のこと。名鉄西尾線の高架事業とあわせ
て、孫や子の代に誇りを持って伝えられる ｢
理想のまち｣ をつくろうと、安城市とＪＡあ
いち中央の呼びかけに応じて、地元農家を中
心とする地権者が立ち上がりました。
  それから１０年余り。土地区画整理事業に
よって ｢まち｣ の骨格となる新たな道路・公
園などが整備され、住宅地や大型商業施設や
飲食店などが建設され、高架化された鉄道と
駅が開通しました。かつての緑豊かな田園地

帯は、計画的な新市街地へとすっかり生まれ
かわりましたが、｢理想のまち｣ をめざして
事業を進めてきた地元農家たちの熱い思い
は、いまも ｢まち｣ のあちこちに見ることが
できます。
  この新しい桜井に移り住んだ人びとと、桜
井で生まれ育った地元農家たちが手をたずさ
えて、新たな ｢まちづくり｣ が始まろうとし
ています。あなたも桜井に住んで、いっしょ
に ｢みどり豊かな美しいまち｣ を育て、次世
代に伝えていきませんか。

■将来のまちの姿

桜井駅前の将来のイメージです ( 実際のまちの姿とは異なります )。
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農と住の調和したまちづくり
  地元農家たちがめざしてきた｢理想のまち｣。
それは、｢農と住の調和したまち｣ です。
　鉄道や道路 ･ 公園が整備され、住宅や商業
施設などができて便利になったとしても、う
るおいのない住環境、殺伐とした人間関係に
なってしまっては、孫子に誇れる ｢まちづく
り｣ はとうていできません。
　そこで、地元農家たちと新たに移り住んだ
人びとが、｢農｣ を通じて互いに理解しあい、
新旧住民がともに協力して桜井を ｢第二のふ

るさと｣ として育て、次世代に伝えていきた
い。そのために、｢まち｣ のなかとその周辺
部には、さまざまな｢農｣が用意されています。
　地元農家の栽培指導で楽しみながら野菜づ
くりのノウハウが学べる農業体験農園や市民
農園、畑から直送の新鮮で安全 ･ 安心な地場
農産物や農産加工品が買えるＪＡ産直店舗な
ど。新しく生まれ変わった桜井で、みどり豊
かな ｢農｣ の香りと恵みをご家族でお楽しみ
ください。

■みどり豊かな田園風景に囲まれた「農」のあるまち



3

住んでみたいまち桜井
　桜井は、名鉄西尾線の東側が古くから開け
た市街地、西側が新たに整備されつつある新
市街地になっています。
　新旧の ｢まち｣ が一体となっているおかげ

で、日々の暮らしに欠かせない商業 ･ 業務施
設、保育 ･ 教育施設、医療 ･ 福祉施設、公共
施設のほか、産直施設や伝統文化施設も揃っ
ています。

①名鉄西尾線 ･ 桜井駅　

④セブンイレブン安城桜井町店　

⑦学泉大付属幼稚園　

⑩安城養護学校　

⑬ＪＡあいち中央桜井支店　

②アピタ安城南店　

⑤濱ふうふう安城桜井店

⑧桜井小学校　

⑪桜井公民館 ･ 市役所桜井支所

⑭ＪＡ産直センター安城桜井　

③マクドナルド安城桜井店

⑥桜井福祉ｾﾝﾀｰ ･ さくら保育園

⑨桜井中学校　

⑫桜井郵便局　

⑮小河天神社　
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ティーズコート安城桜井
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住まいと住環境づくり
  ｢農と住の調和したまち｣ にふさわしい住ま
いと住環境はどうあるべきか。そのひとつの
答えが、この開放的なコート ( 中庭 ) 型住宅
地です。
　住宅地内を結ぶコートは、歩行者やマイ
カーのための通路であると同時に、ご近所ど
うしが顔を合わせる集いの場であり、目の届
く範囲で子どもたちが安全に遊べる広場であ
り、ときには家庭菜園の講習会や地元のお祭
りの会場にもなります。

　自分の家だけの暮らしではなく、コートを
共有するすべての家がまるでひとつの家族の
ように協力しあい、それぞれの生活と住環境
を守っていく。そんなあたたかいコミュニ
ティが、ここにはあります。
　｢一般定期借地権｣ という事業手法から生
まれたこのユニークな住宅地は、住まいの資
産価値よりも生活価値を大切にしたい人びと
にとって、住まい選びの新たな選択肢になる
でしょう。

■定期借地権住宅「ティーズコート安城桜井」

土地の権利・形態 一般定期借地権
( 期間：平成 72 年 7 月末まで、約 52 年間 )
※借地権の譲渡・転売可
( 土地所有者の承諾が必要、承諾料不要 )

貸地権の更新 なし
( 建物の建造や増改築の場合も期間延長なし )

期間満了時 土地を更地にして返還
共有地の取扱 地上権設定 ( 予定：平成 72 年 7 月末まで )

　( 平成 22 年 3 月現在 )
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  新しい ｢まち｣ には新しい ｢顔｣ が必要で
す。｢まちの顔｣となる大型商業施設の誘致は、
桜井に暮らす人びとにとって永年の願いでし
た。
　そのために、地元地権者 45 人が土地を出し
合い、土地区画整理事業によって約 37,000㎡の

｢共同利用街区｣ にまとめました。さらに、ＪＡ
あいち中央とその子会社の協力を得て、そこに
出店する企業を募集・選定しました。
　平成 18 年にオープンした大型商業施設は、
延床面積が約 50,000㎡ ( 店舗面積約 23,000㎡ )、
駐車場が約 1,400 台となっています。

【大型商業施設誘致のしくみ】

【建物所有者】
ユニー㈱

【転貸地権者】
ユニー㈱

【借地権者】
㈱あいち中央サービス

【土地所有者】
桜井共同利用街区地権者会

・ショッピングセンターの運営
・生活スタイルの提案、まちの活性化

・土地利用計画、建物建設計画の提案
・土地転借条件の提示、転借契約

・地権者の土地利用相談、相続相談等
・地権者会の運営支援、借地契約

・共同利用の勉強会、視察研修等
・地権者のとりまとめ、貸地契約

まちの顔づくり

■大型商業施設「アピタ安城南店」
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　新しい ｢まち｣ の広さは約 93㌶、ナゴヤドー
ム 20 個分です。その骨格となる幹線道路や 9
カ所の公園などは、土地区画整理事業によっ
て整備しています。安城市が施行者となり、
約 700 人の地権者が参加して平成 11 年に始

まった事業は、平成 34 年頃まで続きます。
　これと並行して、歴史と伝統を受け継ぎ新
たな活力とうるおいを与えるために、｢まち
づくり憲章｣ を定めました。

まちの骨格づくり

■10年前の桜井の姿（土地区画整理事業の施行前）
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■まちづくりの発想から推進組織づくりへ

■まちの骨格づくりがスタート

■まちの顔が完成

■新たな土地利用に向けて

まちづくり 10 年のあゆみ

平成  9 年  3 月
平成  9 年  7月
平成  9 年  8 月
平成 10 年  6 月
平成 10 年 10 月

平成 11 年  1 月
平成 11 年 10 月
平成 12 年度　
平成 14 年度　

平成 18 年  9 月
平成 19 年 11 月
平成 20 年  6 月

平成 11 年 11 月
平成 11 年 12 月
平成 12 年  5月
平成 12 年  9 月
平成 12 年 11月
平成 13 年  3 月
平成 14 年  3 月
平成 16 年 11 月
平成 17 年  5月

：｢桜井駅周辺地区土地利用相談会｣ の設立総会 ( 会員 132 名 )
：地権者学習会の開始
：地権者の土地利用意向調査 ( 市・相談会 )
：｢まちづくり委員会｣ の発足
：｢共同利用街区｣ に関する地元説明会開始

：土地区画整理事業の都市計画決定 ( 市街化区域への編入 )
：土地区画整理事業の事業計画決定 ( 市施行 )
：仮換地案の発表 ( 市 )
：仮換地指定、移転補償、工事開始

：｢桜井共同利用街区地権者会｣ 発足､ ｢アピタ安城南店｣ オープン
：定期借地権住宅 ｢ティーズコート安城桜井｣ 販売開始
：名鉄西尾線の高架開通、｢碧海桜井駅｣ から ｢桜井駅｣ に改称

：｢住宅先行建設区｣ に関する地元説明会開始
：｢集合農地区｣ ｢住宅先行建設区｣ への換地申し出
：｢住宅先行建設区｣ に関する学習会開始
：｢共同利用街区｣ への換地希望申し出
：｢共同利用街区｣ 地権者説明会
：｢共同利用街区研究会｣ の設立
：｢桜井駅北地区計画｣ の都市計画決定
：｢共同利用街区｣ への出店申込み (４社 )
：｢共同利用街区｣ 出店にかかる ｢事業用借地権設定契約｣ 締結
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　平成 9 年 3 月、桜井の新しい ｢まちづくり｣ に向けて私
ども農家地権者 132 人は、｢桜井駅周辺地区土地利用相談
会｣ を結成いたしました。名鉄西尾線の高架化、市施行に
よる土地区画整理事業といった環境の激変に対して、農家
の暮らしや土地利用はいったいどうなってしまうのか。不
安と悩みがいっぱいのスタートでした。
　それから 10 年余り。地権者の固い結束と市やＪＡのご
支援ならびに地域住民のご協力のおかげで、幹線道路や公
園などの骨格ができ、うるおいのある住宅地や活気のある
商業施設が建設され、生活に欠かせない教育 ･ 医療施設な
ども整って、新しい ｢まち｣ の姿が次第に見えてきました。
　土地区画整理事業はあと 10 年ほど続きますが、私ども
が当初からめざしてきた ｢農と住の調和したまち｣ は、新
旧住民と市 ･ ＪＡ ･ 企業などの連携によって着々と具体化
しつつあります。
　このすばらしい環境と豊かなコミュニティを、新しい「ま
ち｣ で生まれ育っていく子や孫の世代に誇りをもって伝え
ていくために、私どもは ｢桜井まちづくり憲章｣ を胸にた
ゆまぬ努力を続けてまいります。

桜井駅周辺地区
土地利用相談会

会長 川澄明旺

桜井まちづくり憲章
住みやすく安着のある美しい桜井にするために…

みんなで憲章を守りましょう。

　　　　　　① 歴史や文化を大切にし、
　　　　　　　　 孫子の代まで誇りを持てるまちをつくりましょう。
　　　　　　② 田園風景になじむよう、
　　　　　　　　 緑豊かな美しいまちなみをつくりましょう。
　　　　　　③ 温かい地域の絆を受け継いで、
　　　　　　　　 周囲に配慮し建物をつくりましょう。

誇りの持てるまちを次世代に



10

　｢まちづくり｣ の発端は、市が桜井駅周辺
地区を土地区画整理事業の予定地に指定した
平成 3 年のこと。以来､ 市とＪＡが協力して
地元説明会、学習会、意向調査などを重ねて
農家地権者の合意形成をはかり、平成 9 年に
｢土地利用相談会｣ を設立しました。
　土地利用相談会は、ＪＡの支援のもとに地
権者個々の土地利用相談にあたるとともに、

土地をまとめて共同利用を進めるための研究
会を設置し、大型商業施設の誘致や計画的な
住宅地の整備を実現しました。
　一方、市は、うるおいのあるまちなみ景観
をつくるために、住民参加による委員会を設
置して、土地利用と建物建設のルールとして
｢まちづくり憲章｣ を制定しました。

まちづくりを進めた人びと  

■まちづくりの推進組織

会　長
副会長

会　計
監　事

特別役員
共同利用街区地権者会
　会　長
　副会長
住宅先行建設区地権者会
　会　長
　副会長

委　員 

桜井地区理事

川澄　明旺
山本　　浩
都築　和治
杉山　嘉一
山本　義昭
杉浦　正己

山本　　浩
杉山　　實

山本　義昭
松𥔎　伊男

川澄　裕㓛
横山　武芳
粂　　克浩
横山　常則
野村　　仁
野村　和功
稲垣　　勝
杉山　義和

加藤　正美
平岩　義幸
松崎　政巳

【土地利用相談会役員】

桜井駅周辺地区
土地利用相談会

ＪＡあいち中央
㈱あいち中央サービス

安　城　市
まちづくり委員会

桜井駅周辺地区
まちづくり

住宅需用者
共同事業者
テナント
 ( 企業･団体 )

（平成22年3月末現在）
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