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第1回 岡崎市都市計画マスタープラン策定委員会 会議録 

 
  

１．開催及び閉会に関する事項 
平成 18 年 8 月 31 日 午前 10 時～12 時 20 分 

 
２．開催場所  

岡崎市役所 本庁舎 8 階 804 会議室  
 
３．出席委員及び欠席委員等の氏名 
（１）出席委員 

小川英明 委員長（愛知産業大学教授） 
 松本幸正 副委員長（名城大学助教授） 
 山本佳世子 委員（名古屋産業大学助教授） 
 鵜飼増由 委員（愛知県都市計画課長） 
 西田茂 委員（愛知県建築指導課長） 
 加藤哲男 委員（西三河建設事務所事業調整監） 
 
（２）欠席委員 

なし 
 
４．傍聴者の有無  

なし 
 
５．説明のため出席した事務局職員 
 川嶋助役、三浦部長、三上次長、堀田参事、荻野主幹、二村主任主査、冨田事務員 
 
６．議題等 

（１）報告事項                         

①策定スケジュールについて 

②都市計画マスタープランの構成について 

③市民意見の反映方法について 

④額田地域勉強会について 

⑤額田地域の現況について 

 

（２）協議事項 

  ①計画策定の方針について               

  ②市民意識調査について                
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７．議事の要旨 
（１）あいさつ（川嶋助役） －省略－ 
 
（２）岡崎市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱説明（資料１に基づき説明）－省略－ 
 
（３）委員紹介  －省略－ 
 
（４）委員長挨拶（小川委員長） －省略－ 
 
（５）報告事項  

①報告事項その１ 
事務局：  以下の報告事項①～③の説明  － 省略 － 

① 策定スケジュールについて（資料２に基づき説明） 
② 都市計画マスタープランの構成について（資料２に基づき説明） 
③ 市民意見の反映方法について（資料２に基づき説明） 

                         
・岡崎市都市計画マスタープラン策定委員会は公開を原則とすることを確認した。              

 
委員 ：  愛知県でも今年度から平成 22 年度までに 20 ある都市計画区域に関する見直しを

行っており、現在委員会を開いている。県と市町村で連絡を密に取り、適宜、意見

交換しながら進めていきたい。特に岡崎市は、都市計画区域外の額田町と合併した

ことから県としても注目している。 
委員 ：  並行して検討する総合計画の策定のスケジュールについて確認したい。また、総

合計画サイドとの情報交換を密にしていただきたい。 
事務局：  総合計画の策定スケジュールとしては平成 18～20 年度が検討期間で 21 年度から

計画スタートという予定です。 
この策定委員会の下部組織である作業部会や助役と各関係部長で構成する市政策

推進会議において調整を図りたいと考えています。 
委員長：  適宣情報提供をお願いしたい。それから、合併協議会等で旧額田町の都市計画に

係る申し合わせ事項やその他様々な資料について、委員の方々にお渡しいただき、

情報共有を図っていきたい。 
事務局：  早急に手配させていただきます。 
委員 ：  額田の未来まちづくりワークショップの開催に関して、都市計画マスタープラン

との関連や意見反映の考え方等についておうかがいしたい。 
事務局：  都市計画マスタープランは、都市計画区域外についても記述が可能です。額田地

域は現在、都市計画区域外であり、現段階では都市計画の内容を記載するかどうか

はわかりませんが、地域のまちづくり方針として都市計画マスタープランに記述し

ていくことを考えています。このため、ワークショップという形式で 30 人ほどの
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方々と意見交換を重ね、額田地域のまちづくりの方向性について検討していきたい

と考えています。     
委員 ：  旧額田町ではワークショップを予定し、旧岡崎市内は実施しないということなの

か。 
事務局：  額田地域はこれまで都市計画になじみがないことから、特に重点的に住民との意

見交換の場を設けていきたいと考えています。旧岡崎市については、アンケート、

地域懇談会、シンポジウム等を通してご意見をうかがっていきたいと考えています。 
委員長：  住民の方々の都市計画に関する温度差があるのが実情である。市民意見の反映に

向けて、市民への情報発信や受信体制を十分にとっていただきたい。また、県との

連携、市の総合計画とのすり合わせについて十分な配慮をお願いしたい。 
②報告事項その２ 
事務局：  以下の報告事項④～⑤の説明  － 省略 － 

④  額田地域勉強会について（資料２に基づき説明） 
⑤  額田地域の現況について（参考資料１に基づき説明） 

 
委員 ：  勉強会の目的にある「合併時の都市計画区域の指定は現行のとおりとする。ただ

し、岡崎市都市計画マスタープラン見直し時に方針決定し、合併後１０年以内を目

途に都市計画区域の指定を目指す。」の意味を教えていただきたい。 
事務局：  これは合併協定書の内容です。「合併時の都市計画区域の指定は現行のとおり」と

いうのは、合併時は旧額田町では都市計画区域外のままという意味で、後段部分に

ついては、都市計画マスタープランを見直していく過程で必要な部分については都

市計画区域の指定を目指すという意味です。 
委員長：  勉強会に出席した方々は各会場とも 30 名程度で少なくはないと思うが、いつも若

い方は来なくて、高齢者が多いということなのか。 
事務局：  既に勉強会を開催した宮崎、形埜、下山は山間部であり直接都市計画に関係ない

とお思いの方が多いこと、高齢化も進んでいることから出席率は戸数の 1 割程度で

した。高齢者の方が多かったですが、女性、壮年層の出席も結構ありました。 
委員長：  乙川上流部としての環境保全に係わる委員会では、災害対策がテーマとなってい

た。そこでも額田地域というのは非常に重視されている。また、森林業は額田地域

にとって重要であるため、就業人口等のデータを整理されたほうがいいと思う。 
事務局：  まとまり次第お知らせします。 

 
 
（６）協議事項 

①計画策定の方針について 
事務局： ①計画策定の方針について（資料３に基づき説明） 
 
委員 ： 「合併新市としての一体性を重視」とある。理念的には非常にわかりやすくていい
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が、現実の人口流動をみれば、既に岡崎と額田は結びつきが強いため、一体的に整

備していく必要があるという視点で整理してはどうか。 
委員 ：  1 点目の「将来の変化に適切に対応した計画」はその通りだと考える。しかし、

例えばまちづくり三法、景観緑三法等はいずれも既に動き出しており、中身も明ら

かになっている。今後 4 年かけて策定していくなかで、どの程度まで将来を見通し

て議論していくことを考えているのか。 
委員 ：  県の都市計画区域マスタープランの現行計画は平成 22 年が期限で、平成 22 年ま

でに平成 32 年を目標年次としたマスタープランを検討しているところである。 
事務局：  将来をどう見通すかは非常に難しい問題ですが、これまでのような右肩上がりを

前提とした計画ではいけないと感じています。今後は、例えば道路等の公共施設の

整備については、人口減少や少子高齢化等の将来を適切に見通して、事業の必要性

や効率的な整備手法等を検討することが大切であると考えています。 
委員 ：  この地域は県の中でも特異で、非常に伸び盛りの元気な地域である。地域特性を

活かしながら、いかに発展していくかを今後検討していきたい。 
委員長：  現在のニーズだけでなく、長期的な視野に立つと従来以上に維持管理や既存スト

ックの活用の視点が重要となる。また、幸田町との広域行政としてのつながり、豊

田市や新城市との連携のあり方、東三河地域全体との連携のあり方など少し広域的

な視点を重視することが大切である。 
  市民と将来像を共有するためには、地域的にきめ細かな目標が出てくる必要があ

るのではないか。特に額田地域と旧岡崎市では地域性が異なる。 
委員 ： 合併して特色が異なる地域が一緒になったが、市全体としての市の将来都市像をそ

のまま維持するのか。また、地域住民と行政が協働で地域単位、小さな空間スケール

で将来像を作っていくような仕掛けも考えているのか。 
事務局：  都市像については、前は「人が輝く」だったが、合併により額田の水と緑を合わ

せて「人、水、緑が輝く…」となりました。現に「水と緑の森の駅構想」という取

り組みを現在行っています。市民参画によるまちづくりを考えていく上でも、きめ

細かな地域単位での将来像の検討は重要だと考えています。 
委員 ：  きめ細かな地域単位でまちづくりを考えていくことが重要である。市街地部と額

田の方では実情が異なるため、お互いに地域の実情を知り合う地域交流の促進をマ

スタープランの中に位置づけてはどうか。 
委員長：  生活圏、小学校区など地域単位でまちづくりを考えていくことが重要であるとの

指摘であった。岡崎市全体で市街地部、山間部と違いがあることは、むしろ岡崎市

にとってメリットであるので、それをうまく引き出すような表現をしていきたい。 
委員 ：  岡崎らしさがみえるマスタープランをつくっていくことが重要である。できるだ

けマスタープランの中で住民との係わりがわかるような表現になるように工夫し、

コミュニティの希薄化の問題など都市計画以外のまちづくりの課題認識や基本姿勢

も検討してはどうかと考える。 
委員長：  非常に重要な視点で、住民が自分たちの都市計画マスタープランだということを
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共有できるようにしなければならない。そのために住民が、自分たちのまちがどう

なっているかをご理解いただき、自分たちでまちを作っていくという視点も入れて

いただくという方向で検討していきたい。 
委員 ：  都市計画サイドで策定する計画内容と実際の事業とは非常にかけ離れている。行

政内で目指すべきまちの将来像を共有し、その実現のための様々な事業であるとい

う位置づけをシステム化しておくことが重要である。 
委員長：  計画を作ったら終わりでは問題である。今回のマスタープランでは、現行の都市

マスの評価と今後の市民に対する説明責任を含めて、指標の設定を考えている。 
委員 ：  ３点目に「実効性」というキーワードがあるが文章中に「進行管理の仕組み」と

あり、非常に重要な視点である。 
委員長：  高齢化が進行する農山村部のコミュニティ形成、岡崎市全体が交流するようなコ

ミュニティのあり方等の視点は入れていきたい。 
  今いただいたさまざまなご指摘を踏まえて、事務局のほうで検討いただき、次回

の委員会で再度ご検討いただきたい。 
 
②市民意識調査について 

 事務局： ② 市民意識調査について（当日配布資料１に基づき説明） 
  
委員 ：  7 ページの B8 だが、例えば自動車は全然利用しないような市民もいたり、鉄道を

利用しない人もいたりするため、「利用せず」をいれてはどうか。問 9 について例え

ば乗り換えの利便性の視点から設問を充実してもらいたい。駅前の安全性や車での

アクセスなど、もう少し細かく聞いてみてはどうか。問 10 と問 12、両方ともどん

な町を目指したいかということだと思うが、これ以外の方向もある可能性があり、

「その他」を入れてはどうか。問 12 の 9 番「すぐれた交通条件」がわかりにくい。

9 ページ、問 13 については総合評価を入れてもらいたい。5 ページの C で、総合評

価をぜひ入れてはどうか。9 ページ、一部、難しい表現で、「魅力ある自転車道の整

備」とあるが、「魅力ある」では価値判断が入っているため、誘導的な言葉のような

気がする。 
10 ページの市民参加だが、現状の活動状況について聞いてはどうか。11 ページだ

が、特にバリアフリー関連の場合、幼児と一緒に出歩く人とそうでない人では意見

が違うため、幼児は別に設問を設けたほうがよいのではないか。 
都市マスの中には交通政策、都市政策等について様々なビジョンを描いているが、

そのビジョンや政策について、望ましいもの、どう思うかなど住民の意向を聞いて

はどうか。また、岡崎市の特徴を出すという観点から市民の方々が考える岡崎市で

残したい景観について聞いてみてはどうか。 
委員 ：  9 ページの 13、交通関係で生活道路とあるが、わかるのかどうか心配である。11

番で、山林、河川、水路等の防災対策はちょっと広いため、山林と河川と分けてい

ただいたほうがいいのでは。整備の視点だけでなく、道路の管理状況等を聞いては
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どうか。経年変化の動向など前回実施したアンケート項目との関連性はどう考えて

いるのか。 
事務局：  各設問について多少表現は違ってはいますが、比較可能と考えており、できる限

り経年変化の動向も把握していきたいと考えています。今回は総合計画と合同での

アンケートの実施であり、設問が限定されています。できる限り大きな方向性とし

ては住民意向を把握できる方向で設問検討していきたいと考えています。 
委員 ：  アンケートを見ると、進行管理をしていく上で使えそうな項目が多いが、今後の

活用の考え方をどう捉えているか。 
事務局：  進行管理として必要であるということは十分認識しています。定期的に何年かに

1 度ずつということで実施できれば一番いいと思っています。都市マスや総合計画
の見直し時、実施計画の見直し等と付随して実施することも今後検討していきたい

と考えています。 
委員長：  ご指摘いただいたご質問については、総合計画サイドの日程もあるため、今のご

意見を反映していただいた上で、事務局に一任という形をとらせていただきたいと

思う。 
〈委員全員賛成〉 

 
以上 

 
 


