
水辺プロジェクトは、「豊田市矢作川河川環境活性化プラン」に基づき、めざす矢作川の姿（将来像）に向け、コアエリア整備を進めています。
整備は今年度完了見込みであり、その利活用方法・運用等について整理を進めていきます。また全体エリアについては、整備コンセプトを第2回
矢作川利用調整協議会で示しており、今後は、全体エリアとしての、河川空間の新たな賑わい作りに向けた整理を行う必要があります。

第10回矢作川利用調整協議会【資料１】

河川のオープン化（イメージ）

【資料１】水辺プロジェクト全体エリアについて

全体エリア（案）

コアエリア

河畔散策路・サイクリングロード
人と自然が共生する河畔整備など
（イメージ）



【資料２】水辺プロジェクトコアエリアについて
第10回矢作川利用調整協議会【資料２】



矢作川の水際整備・河床再生を目的とし、大橋下流右岸にて、リブ・グローイン河岸を用いた浅く緩やかな河岸整備と、河床安定工など
により、失われた瀬と淵の再生を実施しています。平成30年度におけるヤゴ出しの瀬の完成以降、アユの釣り人を見かける機会が増えて
きています。今年度は、上野山の瀬の再生を実施し、コアエリアの河床再生は完成します。これにより天然アユが釣れる「豊田市の原風
景」が再生され、豊田市の魅力を市内外に展開することが可能となります。

第10回矢作川利用調整協議会【資料３】

対策工平面図

アユ

R01.9月撮影

①久澄橋の瀬
（令和元年度完成）

②ヤゴ出しの瀬
（平成30年度完成）

③上野山の瀬
（令和元年度
 令和2年度施工）

関連事業（県事業）

高橋周辺
河床環境整備
（平成27年度 
令和4年度）

【資料３】河川関連事業の取組状況について

上野山の瀬再生イメージ
（マウンドタイプ構造）

・上野山の瀬の再生は、大きな玉石で
瀬の基礎を造成し、その上に中小の玉
石を投入するマウンドタイプにて実施。

整備前

整備後

整備前

整備後 整備後イメージ図

①久澄橋の瀬 （令和元年度完成） ②ヤゴ出しの瀬（平成30年度完成） アユの釣り人による賑わい ③上野山の瀬 （令和2年度 施工）



高橋

豊田大橋

久澄橋

豊田スタジアム

千石公園

白浜公園

矢作川かわまちづくり計画に基づく、国土交通省と豊田市の役割分担により、豊田大橋を
中心としたコアエリア左岸側（千石公園）の整備が７月末に完成します。

今後、多くの主体による利活用をこの空間で展開し、都心及び豊田スタジアムと連携した
賑わい創出に向けた拠点として活用を図っていきます。

主な特徴
①高橋側駐車場（１０台）

従来の未舗装路（スロープ）を舗装するとともに、新たに駐車場を設置しました。駐車場
を分散させることで利便性が向上します。
②豊田大橋側駐車場（１３１台）
・既存駐車場（約４０台）を拡張・舗装整備しました。これまで以上の利用者の利便性向上
を図り、都心や豊田スタジアムと連携した賑わい創出に寄与します。
③階段・手すり
・現況の階段に加え、新たな階段・手すりを設置しました。豊田スタジアム等と河川空間と
のアクセス性が向上します。
④坂路（スロープ）
・現況の未舗装路を舗装しました。豊田スタジアム等と河川空間とのアクセスが向上します。

第10回矢作川利用調整協議会【資料４】

②豊田大橋側駐車場（約４０台→１３１台）

①高橋側駐車場

②豊田大橋側駐車場
③階段・手すり

④坂路

矢作川

③階段・手すり

①高橋側駐車場（１０台）

【資料４】千石公園の整備について

④坂路（スロープ）



第10回矢作川利用調整協議会【資料５】

とよたアニメシネマフェスティバル（白浜公園・橋の下）
１０月４日
特別開催レガシー上映会
（来場者数 約250名）

日本代表戦の前夜に、アニメーション映画文化や矢作川
河川敷の魅力を発信するために実施し、家族連れや会社帰
りの方など多くの方に来ていただけた。

矢作川フェスタ（千石公園）
９月２３日（祝）
ＦＭＸショーケース
（来場者数 約1,500名）

モトクロスが豪快にジャンプする迫力とともに、馬
とコラボした寸劇には笑いがあるなど、高揚した状態
でラグビーの試合を見ていただけた。

矢作川フェスタ（千石公園）
９月２８日
アフリカンFES
（来場者数 約1,800名）

アフリカバンドの演奏と、観客を巻き込んだアフリカンダ
ンスにより会場全体が盛り上がった。また、馬と甲冑との記
念撮影も公式ＨＰ・新聞報道に掲載されるなど大好評だった。

矢作川フェスタ（千石公園）
１０月５日
日本の伝統音楽
（来場者数 約2,500名）

阿波踊り太閤連、じゃんがら念仏踊り、沖縄エイサーなど、
日本を代表とする伝統踊りが入り乱れて踊る姿は圧巻だった。

【資料５】矢作川水辺プロジェクトの取組について（昨年度の利活用について）

２０１９矢作川感謝祭・橋の下大盆踊り大会
9月7日8日
矢作川感謝祭と橋の下大盆踊り大会の共同開催。ラ
グビーWCの開催により、これまでの定期イベントで
ある両イベントにおいて、プレイヤー同士が協同し
た合同イベントを開催した。

2019年豊田縁ミーティング
４月６日7日
関東・関西・東海地方の方々が豊田市にハーレーに乗りやって
くる他ステージイベント。ベリーダンス・ファイヤーダンス・
ポールダンスもあり多くの市民が楽しんだ。

矢作川いかだ下り
５月５日
「矢作川いかだ下り」を通じて河川の魅力を再認識するイベン
ト
・矢作川いかだ下りの実施／民間事業者による飲食物・ワーク
ショップ／矢作川いかだ下り参加者によるバーベキューの実施
を行った。

くるまの街で馬に乗る 
６月９日
千石公園にて、乗馬や引き馬等の体験を実施するものです。
3月に続いて三回目。引き馬(所要5分程度)と本格的な乗馬を
ミニ体験する乗馬体験(所要10分程度)を実施するとともに、
馬とのふれあいができるエサやり体験(所要10分程度)や馬術
プロによるハーフタイムショー（観覧無料）を実施。

白浜公園キャンプフィールド実証実験
10月18日 27日
白浜公園の更なる魅力を高めるため、キャンプフィールド
の常設設置の可能性を探るモニタリング調査を実施。キャ
ンプフィールドとしての利活用が多く、潜在的なニーズを
探った。

SPARTAN RACE 豊田スタジアム
12月21日
スパルタンレースは、アメリカ発祥の障害物レースで、
ランニングコース内に動きや身体能力を高めるタフ
フィットネス要素が盛り込まれている。東海地方では初
めての開催。

今後の河川敷利活用の予定（7/22時点の情報）
９月上旬 橋の下盆踊り(千石公園） 10月17日 全国男性保健師の集い（白浜公園） 10月中旬 橋の下世界音楽祭・トヨタロックフェスティバル（千石公園）

情報
提供

その他 白浜・千石公園の利活用事例
６月2日
日本コリークラブマッチショー しつけ教室やトリミング、ハンドリングの講習など
１０月９日、１１月６日
ドローン飛行 矢作川水域部及びその周辺の空撮
等々
２０１９年度利活用数（３月２５日時点の情報） ８２件



1 利活用方針の変更
令和元年11月25日時点（第９回利用調整協議会）

民間事業者による河川空間の利活用（令和２年度から公募予定）
・自主業務 飲食・イベント等
・公園運営（コーディネート）業務 窓口機能・利用調整・都心連携機能
・維持管理業務 維持管理機能・既存プレイヤー（森林塾等）連携

法人市民税の国税化により税収の大幅減少
コロナ禍による厳しい財政状況
白浜公園内ゲートボール場移転要調整

民間事業者の公募の見直し
（これまでに経験のない状況下で、大きく舵を切る必要が生じている）

令和２年7月22日（第10回利用調整協議会）（今回）
市民・事業者が使いやすい仕組みづくりを検討
利活用方針の検討（公設民営 ⇒ 民設民営）

工事(国＋市)

公募検討

【資料６】矢作川河川空間の利活用について
第10回矢作川利用調整
協議会【資料６】

2 取組内容
① 河川空間の価値とリスクを正しく把握し広く伝える

・矢作川の本質的な価値（利用者の多様性）とリスク（年々高まる水害リスク）
を再度正しく整理・把握し、市民・事業者に広く伝え、利活用の留意点とする

② 利活用の仕組みづくり
・河川空間を市民や市民団体、民間事業者が使いこなせる仕組みを検討、実践する

３ スケジュール
2019 2020 2021以降

実践内容（１） コーディネートブック（仮称）の作成
既存の河川空間を、誰でも気軽に使いこなせるように、コーディネートブック（仮称）

を作成し、ルールを明文化する。利用促進だけではなく、管理者を含めた関係者間の意思
疎通や共通理解を進めるうえでも活用する。

実践内容（２） 空間使いの実践と新たな事業者の発掘
コーディネートブック（仮称）を作成しつつ、同時に空間使いの試行も実践していく。

特に白浜公園に整備した橋詰広場の利活用（土日に移動販売車による営業など）を狙い、
市内事業者等に声かけを行い、新たな事業者発掘や民設民営による利活用の取組を模索す
る。

（例）矢作川サンデー（仮称）の開催
橋詰広場での移動販売や小イベントなどで日曜が賑わうよう利用調整し、

河川空間が一体的に使われる風景をつくる。

矢作川のリスクと価値の把握

利活用の仕組みづくりと実践

事業者発掘&
周知 民設民営による利活用の取組

公募手続き、公募者決定、拠点施設等の設計・整備 運営開始

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾌﾞｯｸによる利活用拡大

利用調整の仕組みづくり（市）

見直し 見直し



■なぜリスクを把握するのか
矢作川は古来より一度大雨や台風に見舞われると洪水や氾濫をおこし、多くの被害をもたらす一方、矢作川がもたらす豊かな恵みによって

地域の発展を支えてきた。昨今、矢作川河川空間の利用が活性化するなか、水害リスクの意識も高まっている。今後さらに川との豊かな関わ
りをつくり、白浜公園・千石公園の利活用を拡げるために、水害リスクを把握・再認識することで、利活用方針への反映や将来の民間事業者
への公募の要件にするなど、利活用とリスク回避の両立を図る。

【資料７】矢作川のリスクの把握について

■矢作川河川敷公園浸水実績

第10回矢作川利用調整協議会【資料７】

※水位、降水量データは国交省 による（1985年度以降）
事前の河川敷工作物搬出は豊田市による実績（2014年度以降）■リスクのまとめ

データの残る1985年度以降において白浜公園が浸水したのは計３回であり、
そのうちの１回が2000年の東海豪雨であった。近年は、ゲリラ豪雨の影響も
あり、実際の水位にかかわらず気象予報やその場の状況をみて、白浜公園の
河川敷上の工作物は2000年以降で計11回搬出を行っている。

●現場や降雨状況を注視しながら、丁寧・迅速な大雨・洪水対策を
行っている。

●今後の利活用においても、丁寧・迅速な対策が取れる体制を構築
し、利用調整における基本的な考えとすることが重要である。

河川敷工作物搬出の占用条件

・高橋水位観測所の水位が0.52ｍに
達した時点から２時間以内に搬出。

●コアエリアの浸水実績
（白浜公園浸水水位 4.05ｍ）

東海豪雨及び東海豪雨以降 2回
東海豪雨以前 1回

●コアエリア以外の浸水実績
（川田公園浸水水位 3.00ｍ）

東海豪雨及び東海豪雨以降 7回
東海豪雨以前 1回



■河川ボランティア / 鮎釣り

※基本的に全域で日常利用
 特によく見られるアクティビティと場所を示す。

【資料８】矢作川の価値の把握について
第10回矢作川利用調整協議会【資料８】

■基本の考え方
矢作川の歴史・伝統・環境という豊田市における貴重な財産に加えて、矢作川とそこに関わる人々との関係が豊田市の文化を培ってきたと考え、ハード整備によって変化している河川敷に

おける日常利用やイベント利用を整理し、多様な人たちによる、多様な関わり方を表現する。（平日・休日における利用者の属性・人数・使われ方があるか調査し表現する。）

■白浜公園・千石公園の使われ方MAP

その多様な人々による多様な使われ方を今一度把握し、
利活用の仕組みづくりにおける出発点とする。

■価値のまとめ
矢作川の歴史・伝統・環境という、豊田市における貴重な財産に加えて、川に対する愛着を持った多様な人

たちによる、多様な使われ方が実践されていることが矢作川の一番の価値である。

【例】
・ジョギング・ウォーキング
・散歩（ペット連れ含む）
・スケボー・ＢＭＸ
・少年サッカー教室
・野球・キャッチボール
・ラグビー
・ヨガ
・レクリエーション
（バドミントン、フリスビー、

サッカー、その他ボール
遊びなど）

・川遊び

【例】
・竹林伐採
・草刈り
・ごみ拾い
・鮎釣り

■TOYOROCK

■日常利用 / スポーツ利用

※基本的に全域で日常利用
 特によく見られるアクティビティと場所を示す。

■橋ノ下世界音楽祭

TOYOROCKの様子 橋ノ下世界音楽祭の様子



【資料８】矢作川の価値の把握について
第10回矢作川利用調整協議会【資料８】

■多様な人たちによる多様な使われ方
矢作川の価値である「多様な人たちによる多様な使われ方」を表現するために、公共空間へのかかわり方として、関与度と頻度を分類したものが、社会的関係資本MAPである。
この指標に満遍なく分布している状態が、「多様な人たちによる多様な使われ方」が表現していることとなる。

■社会的関係資本MAP 白浜公園
・既に多様な使われ方をしており、それが矢作川の貴重な価値であることが分かる。
・橋詰広場と階段護岸というハード整備を活かし、日常利用層を充実させるための飲食や

拠点機能、運営に関わる主体の居場所が必要である。
・ファン層を引き続き丁寧に発掘することも重要である。

■社会的関係資本MAP 千石公園
・既に多様な使われ方をしており、それが矢作川の貴重な価値であることが分かる。
・スタジアムと隣接しているという特徴を最大限に活かし、スタジアムと連携した上で、

日常利用層をさらに増やす取組が必要である。
・ファン層を引き続き丁寧に発掘し、イベント層も継続支援が必要である。

千石公園白浜公園

コア層 … 関与度が高く、頻度が高い。毎日活用や運営管理をするなど深く関わる層。
イベント層 … 関与度が高く、頻度が低い。年１回などの大規模イベントによる活用を行う層。
日常利用層 … 関与度が低く、頻度が高い。毎日や週１回くらい訪れ、矢作川を楽しむ層。
ファン層 … 関与度が低く、頻度が低い。矢作川を知ったり応援したりしてくれる層。



【資料９】利活用のあり方・コーディネートブック（仮称）の骨子について
第10回矢作川利用調整協議会【資料９】

■基本の考え方
豊田市では、矢作川の広大な河川空間をこれまで以上に活用することにより、都心と連携した賑わいづくりや都心と河川の回遊性の向上を目指し、矢作川の高橋から久澄橋の間において「矢作川か

わまちづくり計画」を作成し、平成30年3月に国土交通省から計画登録を受けた。この計画策定と合わせ、平成27年度よりミズベリング豊田の取組などを通して、民間事業者による社会実験やワーク
ショップにより、重要と思われる価値の把握、新たな利活用に向けた取組などを行い、河川空間における民間事業者による営利活動が可能となる「都市・地域再生等利用区域」の指定を受け、賑わい
創出に寄与する飲食物の販売行為などが行えるようになった。

そこで、豊田市の白浜公園・千石公園（高橋 久澄橋区間）において、川づかいの様々な関係者との良好な関係を築きながら、既存の利用状況を把握し、アクティビティの幅をさらに広げ、矢作川
の魅力を発信するとともに、使いやすい水辺空間を実現する仕組みづくりを検討する。

■これまでの河川プレーヤー使われ方

●

スポーツ利用

日
常
利
用

イ
ベ
ン
ト
利
用

■矢作川（白浜・千石公園）の魅力発信
「くるまのまち」豊田市の都心近郊には、自然豊かで広大な河川空間が存在する。ここは、市民が風景

に癒され、自然に憩い、広場で交流するなど、かけがえのない大切な場所である。この素晴らしい空間に、

都心や豊田スタジアムと連携した新たな価値を創造し、さらにそれを新たな「文化」として昇華させ、

「くるまのまち」だけではない豊田市の魅力として、あらためて市内外に発信していく。

■白浜・千石公園コーディネートブック（仮称）作成
白浜・千石公園をより多くの人に利用してもらい、日常的に賑わいのある風景づくりを目指すた

め、水辺空間と都心・豊田スタジアム・地域の人々をつなぎ、既存の活用はもちろん、新たな活用

や事業を生み出す役割を果たす「白浜・千石公園コーディネートブック（仮称）」を作成する。

目次案
1.ようこそ矢作川へ

(1)歴史と変遷

⇒歴史、変遷、白浜・千石公園の基本情報

(2)白浜・千石公園で目指す姿

⇒世界観、ビジョン、コンセプト（概念）

２.矢作川の価値の創造・文化の発信
(1)「矢作川だからこそ」の価値・魅力
(2)「矢作川だからこそ」のリスク
(3)「公園にあったらいいな」をみんな

でつくる
⇒水辺でできること、自分でもやってみ

たいと提案でき、公園を身近に感じて
もらえる内容とすることで、企画の活
性化を促し、まちづくりやコミュニ
ティ・ビジネスの創出など地域を活性
化する事業への展開につなげる。
（具体的取組）

(4)企画の実現に向けて

⇒地域・市民・企業等との調整や連携を図る

仕組みづくり

(5)企画の発信について

⇒地域・市民・企業等へのPR、周知方法

3.利用の流れ

(1)利用のルール

⇒自由利用、駐車場利用、利用調整等ルール

(2)手続

⇒河川占用許可申請、都市公園内行為許可申請、

手続きの流れ・使用料

４.各種書類・お問い合わせ先

橋の下世界音楽祭

トヨタロックフェスティバル

河川ボランティア

一般利用

魚釣り

スタジアム連携イベント音楽イベント等

橋の下盆踊り


