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第３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 19年 2月 16日 午後 2時～午後4時 30分 

 

２．開催場所 

岡崎市健保会館 202 号室 

 

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） 

加藤哲男 委員（西三河建設事務所事業調整監） 

 

（２）欠席委員 

鵜飼増由 委員（愛知県都市計画課長） 代理 鈴木課長補佐  
西田 茂 委員（愛知県建築指導課長） 代理 林主幹  

 

４．傍聴者の有無 

無し 

 

５．説明のため出席した事務局職員 

三浦都市整備部部長、三上都市整備部次長、堀田都市整備部参事、荻野都市計画課主幹、

二村都市計画課主任主査、冨田都市計画課主事  
 

６．議題等 

（１）報告事項  

①市民意識調査の結果について  

②額田地域ワークショップの実施状況について 

③作業部会の設置状況について 

 

（２）協議事項 

①全市都市づくりの課題について 

②額田地域の課題と将来方向について 

③市民意見の把握・反映方法について 
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７．議事 

（１）報告事項  

①市民意識調査の結果について （資料 1-1、資料 1-2） 

②額田地域ワークショップの実施状況について（資料 2） 

③作業部会の設置状況について（資料3） 

事務局  ： 報告事項①～③の説明 －省略－ 

 
委員   ： 資料 1－1 に関するところで、満足度が低いものとして、「公共交通の充実」が

挙げられているが、岡崎市は、自動車交通への依存度が非常に高いということを

聞いている。この点に関して、地域の中を走るバスなどの充実を望んでいると捉

えてよいのか。  
事務局  ： 公共交通は基幹的なものとして鉄道と、それを補完するバス路線という 2 本立

てが大きな柱となって地域の公共交通を支えていると考えます。  
  実際には、回答者の属性も含めた分析が必要ですが、基幹的な交通である鉄道

を使って名古屋方面や豊橋方面への流れが圧倒的に多い現状で、名鉄は特急も止

まりＪＲもあるので、ある程度の満足度は得ていると考えています。  
  ただ、バス路線は、最近、縮小された経緯もあり、通勤に使われる方以外につ

いては満足できる状態ではないと考えます。こうした点が、結果として表れてい

るのではないかと思います。  
委員   ： 定住のしにくさの因子として、交通の便、特に地域の中での交通が挙げられる

となると、流出人口が増加し額田地域を中心とした地域では人口減少も考えられ

るので、このあたり、少し考えたほうがいいのではないかと思う。他市では、コ

ミュニティバスを不便なところに走らせたりしている。こうした点をどう考えて

いるのか。  
委員   ： ポイントとして捉えておかなければいけないのは、住みにくいと思っている人

はかなり少ないということ。交通の便が不便だと考えているのは、20 代と 70 代

といった車が使えない年代。絶対数はそれほど多くない。これらを踏まえたうえ

で、不便さを感じている車を使えない人たちに対する施策を考えなければいけな

い。ただし、あまりこれをクローズアップするものではないと考える。回答者の

多くは交通の便が良いと回答している。これは岡崎市の特徴だ。  
委員長：   車依存度が高いなかで、ＪＲバスが撤退し、名鉄バス路線が縮小されるなど、

公共交通の廃止について住民の方は非常に強い抵抗がある。しかし、利用者は極

めて少ないという問題に収斂する。  
  今後、施策の重要度、交通環境の整備といったときには、車社会であり、公共

交通、特に鉄道駅などの交通結節点がどうなっているのかを考える必要がある。
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 必ずしも都心に集中するのではなく、各駅の駅前整備に対するニーズが高いと

いうことであれば、公共交通整備に対する率直な回答と思う。  
交通の便が悪い、買い物が不便というのは年齢差、地域差の問題であり、都市

全域の中心市街地の問題と絡めながら、中心市街地以外の生活圏の問題がこれか

らかなりクローズアップされると思う。それをどう設定して、どういう施策を展

開するのかを表現するのは難しいところである。  
前回の都市計画マスタープラン策定の時も、中心市街地以外の方々の歩道に対

するニーズは非常に高いものがあった。これは、現在の都市計画マスタープラン

にも一部入っているが地形的な問題で簡単に整備できないため事業化が進まな

い。  
前回の都市計画マスタープラン策定時に比べ、段差解消やバリアフリー系に関

する項目への回答が多少増えたという感じを受けている。  
委員   ： 額田地域のワークショップについて、意見箱の設置とニュースレターを配布さ

れているということだが、ワークショップに参加されていない人々の反応をわか

る範囲で紹介いただきたい。  
事務局  ： 意見を 14 件いただいている。出席された方には、お帰りになってこんなこと

をやっているという話を周囲の皆さんにしてくださいだとか、Ａ 4 判のニュース

を全戸に回覧していただいております。また、ホームページに掲載しまして、さ

らに中身を知っていただいて、ご意見をいただこうと考えています。  
  一番の問題は、内容を正しく理解していただいて積極的にご意見をいただく手

法です。高齢者の方にとっては意見を書くのが大変だという場合もあるので、そ

ういったバリアをどうやって取り除くかが非常に難しいと思っています。  
委員   ： ワークショップに参加された方が地域の方々に話すことで、市民参加も進む形

になるといいと思う。  
事務局  ： 反応については、肯定的な回答をいただいているのではないかと思っています。

回数を重ねることで、ご理解していただいてきたという感じを受けています。  
代理   ： 資料 1－1 の 60 ページの問 10 について、「美しい都市を目指すために」という

設問になっているが、これは都市の目指す方向をこういうふうにイメージしてい

るという前提があっての設問か。  
事務局  ： 自然物も人工物も出てくるような設問の仕方としてこの言葉を使いました。都

市計画マスタープランで美しい都市を目指すといった言い方をしていくかはま

だ確定はしていません。  
代理   ： 産業、活力のある都市とか、広い意味での目指すべき都市像をカバーするよう

な設問はあるのか。  
事務局  ： どういうまちになればいいのかといった設問については問１５に「あなたがお

住まいの地域について、どういう方向を目指せばいいでしょうか」という設定を
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しています。  
委員長  ： 今の質問は、都市ビジョンを描くという意味では非常に大事なところ。しかし、

アンケートでは非常に聞きづらく、言葉によってはいかようにも解釈される部分

である。次年度、委員が増えた策定委員会で議論していきたいところである。岡

崎市が今後どういった都市を目指していくのか、これまでは、活力、中心市街地、

花火、八丁味噌、一昔前なら徳川家康といったキーワードで終わっていたが、次

の都市計画マスタープランではそういうところではないイメージを打ち出して

いけたらと思う。  
委員   ： 今回、中高生に評価してもらっているのは特徴的で面白いと思う。その中で河

川などの水辺景観の保全整備を一般の人は非常に重要だと考えているのに対し

て、中高生はそうでもない。この意識の差をどうとらえているのか。  
事務局  ： 回答者が子どもの時、川の近くに行くと、「よい子はここで遊ばない」という

看板が立っていた。こういった背景から、水辺を生かしていくという感性よりも、

教科書や教育の中で取り上げられている「自然を守る」という方向にひかれたの

ではないかと考えます。大人になることで、川を景観の中で捉え、岡崎の川は大

事だという認識に変わってくるものと考えています。  
委員   ： そういうことだと思う。その中で、両者の意識が、すべてではなくても、同じ

方向に向くのはいいことだと思う。都市計画マスタープランの中で、中高生の川

への評価・視点が変わるような、施策を打ち出すのも大切ではないかと考える。 
  中高生の意識の２ページの一番下の表で、高校生の市外居住者の「住みにくさ

の理由」として「犯罪に対する不安が大きい」が最も多くあがっている。これは

なぜか。  
事務局  ： アンケートの実施が 12 月で、ホームレスの事件と重なったことが影響したの

ではないかと考えます。しかも中学生が関わったということも、結果に影響して

いるのではないかと思います。  
委員   ： 事件の影響はあると思った。しかし、中学生や市内の高校生の回答はそんなに

高くない。これは、他の市町から通っている高校生にとって何が要因になってい

るのか。  
事務局  ： どこから来ているかということも 1 つの要因であり、コミュニティがしっかり

しているところから通っているとすれば、一般的に他の地域は怖いと思います。

一方、市内在住の中高生は自分たちが住んでいる場所であり、どういうところか

という事を認知しています。この差が出たのかもしれません。  
委員   ： 資料１－１の３０ページ、市民活動を活性化させていくためにということで、

環境保全や清掃活動や、道路、公園等々の維持について重要だと思われている。 
一方、今後は、まちづくりのルールや計画案づくりに参加し、良好なまちづく

りを進めていくような活動、こういった点についてもっと重要と思ってもらった
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ほうがいいと考える。  
  これについて、地区ごとあるいは年齢ごとの状況がわかれば教えてもらいたい。

特に計画案づくりに参加して、良好なまちづくりを進めていく上での活動という

のは、都市計画マスタープランを策定していく上で非常に重要だと思う。こうい

った部分は、自分たちが考えながら何か作っていかなければいけない創造的なと

ころだと思う。  
事務局  ： 具体的なメニューが出ていなくて、参加しようにもどんなことをやるのかとい

うことがわからないことが原因かと考えます。  
委員   ： 活動の経験について、ありなしの差を見ると、なしに比べてありがかなり上回

っている活動がいくつかある。これは計画案づくりに参加して良好なまちづくり

を進めていく活動に対する重要度は高くないと思っていても、1 度参加してもら

うことで、認識が上がるという効果があるのなら、どういう人たちが必要でない

と思っているかを把握し、一度活動に参加してもらい、重要性を認識してもらう

といったことも必要かと思う。  
事務局  ： 地域や年齢層については、クロス集計を行い改めてお答えさせていただきたい

と思います。ご指摘のとおり、参加を促すということは非常に重要なことです。

市では、出前講座制度があり、小中学校や一般の方からの要請に応じてまちづく

りについて説明を行なっています。そういった場での啓発についても模索したい

と思っています。  
代理   ： 資料 1－1 の 21 ページに、居住に関する設問で、額田地域では「ずっと住んで

いたい」、「しばらく住むつもりだ」が 79.6% となっている。これについて年代別

の分析があるといいのではないか。  
事務局  ： 今、手元に属性データはありませんが、サンプル数 137 のうち 109 がそれに当

たるので、ほとんどの階層がここに回答していると見て差し支えないと思います。 
委員   ： 住みやすい、住みにくいというこのアンケートの中で、年齢層と住みたいとい

う意識の変化を読み取ることは可能か。  
事務局  ： 住みやすいか住みにくいかということでは、例えば 1－1 の 9 ページに年齢別

とか居住年数という表があるので、そこから傾向を把握できるのではないかと思

います。  
委員   ： 年とともに住みたくなるという理由は。  
事務局  ： 居住年数の長い方は年齢を重ねている。一方で若い人は居住年数が短い人が多

いという点があると思います。  
委員   ： 本当の岡崎市のよさというのが年とともにわかってくるのではないかと思う。

先ほど川の話があったが、川があって非常にいいということが歳を経るとともに

理解されていく、そういった部分が出てくるのかと思った。  
事務局  ： これについてはさらに分析を深めないと非常に難しい部分だと思います。  
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委員   ： 岡崎の住みよさは他に比べて非常に高いと思う。周辺市町との比較と、県内の

中核市との比較のなかで岡崎市が相対的にどういう位置づけかを確認しておい

たほうがいいのではないか。  
事務局  ： 手元の数字では、中核市である豊田市が 68.6% 。中核市ではありませんが、近

隣の市町村で、豊川市が 75.6% という数字。岡崎は 80% を超えている状況です。 
委員長  ： 交通環境、買い物の不便さを犠牲にして、緑や水あるいは田んぼが残っている

環境を最優先に住まわれている方々の定住意向が高くなるのは明らかである。一

方で、重要なものとして福祉関係の3つが大きなポイントを上げていることから、

都市計画マスタープランで直接的に取り上げる課題ではないかもしれないが、ニ

ーズが変わってきているなという印象を持った。アンケート項目の中で、職員の

市民への対応というのはかなりポイントが高く、重要だということになっている

が、旧来は都市づくりというハード面に特化していたが、これが、変質してきて

いるのかなということを感じた。  
   

（２）協議事項 

①全市都市づくりの課題について（資料 4 参考資料 4） 

事務局  ： 協議事項①の説明 －省略－ 

 

委員   ： 団塊の世代の方の大量回帰で岡崎にＵターンやＩターンで人口が増える可能性

があると考えていいのか。  
事務局  ： 人口が流動するという意味ではなく、今、岡崎市に住んでいる団塊の世代はか

なり多く、その方々が、退職されて、基本的に 24 時間、地域内にいるという状

態は、その地域をミクロに見た場合の人口構造が大きく変わるということです。

その人たちをまちづくりにどうやって活かすかというのは、今後のまちづくりの

大きなポイントの 1 つだと考えています。  
委員   ： 地域の人的資源が増える、豊かになるということだと思うので、それを少し協

働とか市民参加のところで位置づけをされてもいいのかなと思う。今までの経験

を地域活動に活かしていただくのは大きいことかと思う。  
  意識調査では、一般の方だけでなく中高生の意識も非常に重視されているとい

うのはよくわかった。こういったアンケート結果を踏まえて、都市像に反映され

ようということだと思うが、これは幅広い世代にとってよいまちを作っていくと

いうことになる。  
高齢者の方々は子どもの頃の経験をもとに活動に取り組むという事を聞くが、

そういった思いとか経験を、今度は世代間交流で若い人に伝えていただけるよう

な、そういったことをまちづくりの中で強調されてもいいのではないかと思う。 
事務局  ： 項目立てとして、市民参加、住民がどういうふうにまちを使っていくのかとい
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うのは、重要なことだと思います。ただ、都市計画として、施設だとか土地利用

といった項目の中でどう書いていくのか非常に難しい問題がありますが、都市計

画マスタープランの中で非常に大きな柱として位置づけていくべきだろうと考

えております。  
委員   ： 市民意識はきちんと反映されて、課題が出されていると思うが、社会潮流をふ

まえ、環境負荷の小さな都市やコンパクトシティといった視点がどこかに必要で

はないか。  
事務局  ： 環境負荷については、これまでの総合計画や都市計画マスタープランでも直接

的な表現ではありませんが、そういう意識での記述はあります。また、コンパク

トシティについても、大きな流れとして当然都市計画マスタープランを考える上

で位置づけていかなければいけないという視点だと思っています。今後、部門別

の計画等を検討する中で、そういうところに進み、内容をもう少し絞りきちんと

した位置づけをさせていただきたいと思います。  
委員   ： 例えば生活環境で「すべての人が住み続けられる」とか、「公共交通サービス

の充実」についてなど、どの地域でも、どの人たちに対しても行政が支えつづけ

ることは可能なのか。すべてを行政が用意するという時代ではなくなりつつある。

地域が本当に必要とするのであれば手を貸す、そういう時代になりつつあるよう

な気がしている。だから、もっと地域主体とか住民主体といった方針が出てこな

いといけないのではないか。都市計画マスタープランで全てを実現するというの

は難しいのではないか。  
事務局  ： 確かにおっしゃるとおりです。そういう意味では、公共施設すべてが行政とい

うことではなく、まちづくりは行政とそこに住んでいる人たちが一緒になって動

かなければならないという書き方を全体のトーンとして持たなければいけない

と思っています。各世代がお互いに何ができるかということや、それぞれの地域

では何ができるのかということを交流やネットワークという意味で書き込めれ

ばと考えております。  
委員   ： 今まではどちらかというと「拡大型の都市計画マスタープラン」だったが、そ

のうち「規模縮小型の都市計画マスタープラン」が出てくることも予想される。 
事務局  ： 公共交通でも、バスや電車だけではなく、ＮＰＯ等が市から何らかの補助や援

助を受けて一般の方を運ぶようなシステムもこれからは考えられます。そういう

ものを都市計画マスタープランの中でうまく位置づけることもできるのではな

いかと考えます。交通以外でもそういうことがあるという可能性は探っていきた

いと思います。  
委員   ： 今後、団塊の世代の方々がいろんなところで人的資源として地域で活躍される

ことが考えられる。ただし、活躍いただくのはいいが、無償で継続するのは難し

い部分もある。コミュニティビジネスといった形もこれからは考えたほうがいい
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のではないかと思う。  
事務局  ： 都市計画の話ではないかもしれませんが、ボランティア＝無料、そういう発想

はそろそろ変わってきていますので、やはり有償ボランティアで、それをきちん

とうたっていく事は必要だと思います。  
委員   ： 今、全市の課題づくりということだが、ここで出した課題の中に、額田地域も

含まれているという認識でよいか。  
事務局  ： 一応全体を眺めて流れを考えていますが、額田地域については今後統合してい

くつもりです。この中に入っていないということではなくて、全体を見てやって

いくということです。  
代理   ： 3 ページの⑥、産業基盤の強化について、ここには二次産業、三次産業のこと

が書いてあるが、一次産業に関しても記述が必要ではないか。  
事務局  ： 確かにおっしゃるとおりで、大きく分けて一次産業については 2 点に分けられ

るかと思います。  
1 点目は都市計画区域内での一次産業ということで、基本的には市街化調整区

域、線引きで、土地利用計画をどうしていくのかというところで、それ以降につ

いては農業政策サイドの計画に委ねるということになってくるかと思います。た

だ、果実を輸送するとか、集積するとか、それを使って食品工業という部分に関

してはやはり交通というところに関連します。  
  2 点目は、都市計画区域外をどうしていくのか。特に額田地域の一次産業は林

業がかなり大きなウェートを占めております。旧岡崎市の都市計画区域内でもあ

りますが、そういうところについては都市計画マスタープランとして都市計画区

域内だけを描くのではなく、都市計画区域外についても記述をして、岡崎市全域

を対象に書いていきたいというつもりでおります。ただ、都市計画区域内の中と

外では書き方についても差が出てきます。都市計画区域外については農林業等と

の調整を十分とって記述しなさいという国交省からの指導もありますので、そう

いった方針で書いていきたいと考えており、全く一次産業を書かないという意味

合いではありません。  
代理   ： 都市計画区域外の農地や調整区域内の農地などや市街化区域内農地の位置づけ

を今後考えていくべきではないか。市街地を今後拡大していくのか、あるいは、

将来の市街地を縮小する、逆線引きをするということを見通したときに逆線引き

したところをどうするのかということについても意識を持っておいたほうがよ

いのではないかと考える。  
  現在の県の都市計画区域マスタープランでは、市街化調整区域への編入という

表現で逆線の記述をしている。  
事務局  ： 土地利用計画を具体的に記述する際に、避けて通れない部分だと思っています。

逆線したところをどうしていくかというのは非常に大きな問題と認識していま
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す。  
代理   ： 個別の都市レベルではできないかもしれない。  
事務局  ： 農業がどうなっていくのかという大きな問題とも絡んでおり、とても日本だけ

のことでは書けないことかもしれません。  
それから、市街化区域内農地の問題もありますが、今後、大規模な工場跡地を

どうしていくのかという点についても、都市計画マスタープラン以上の問題、課

題を抱えているように思うので、この点については県と十分調整を取りながらや

らせていただきたいと思います。  
代理   ： 公共交通サービスを今後公共だけで維持していくのは難しいという事はそのと

おりだと思う。ＮＰＯが有償ＮＰＯで活躍する場はまさしくそういうところにあ

るのかなという気もしている。『白タク』や『届けるサービス』等いろいろ公共

交通に替わる手段があると思う。そういったことも都市計画マスタープランの中

に書いてもいいのではないかという気はしている。これからはどんどん市民を啓

蒙していく必要があると思う。そういう点で、今まではハード整備を前提とした

計画だったが、これからはソフト事業を色濃く書き込んでいく時代に来ていると

思う。  
事務局  ： 確かにそのとおりだと思います。どう作るかということも都市計画マスタープ

ランの大きな課題ですが、どう使うかといった方向へもシフトしていく時代だろ

うなということを意識しながらやっております。  
委員長  ： ここまで各委員にご指摘いただいたように、産業基盤の強化というところで商

工業だけではだめだが、今の使い方とか、今の状況が保持できるか、そのための

そういった表現の仕方をもう少し工夫してもいいのではないかと考える。また、

住みよさが高いというところの定住の志向性についても現在の居住レベルを維

持しつつ、もう少し変えていくという表現があったほうがいいと考える。①定住

環境づくりを図っていくというのは、ないものをもっと作っていくような感覚で

はなく、現状をもう少しブラッシュアップするような要件がいるのではないか。 
課題を抽出して、市民意向を書いていくとネガティブな表現が多くなってしま

う。岡崎はいいところ、住みよいところだということを打ち出すべきである。  
住みよさという生活環境整備にシフトするのか、あるいは活力が足りないとい

う部分を出していくのか、ビジョンとしてこの都市づくりの課題を今度どのよう

にブラッシュアップしていくのか。額田地域のことを組み入れて行くのは、次の

ステップになると思う。  
地域資源を生かしたいということや、愛着を醸成すると書いているが、岡崎は

市民自治の動きが高いと思っている。そういった部分も少し記述して、いわゆる

地域のよさをもっとブラッシュアップしていくような表現がどこかにできたら

と思う。  
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  ⑤の中心部の広域拠点機能の強化については、行政として書かざるを得ない文

章だと思うが、この表現は広域的な都市機能の強化にウェートがあり、例えば康

生地区の中心部の活性化とは、少し違うのではないか。岡崎の中心部は活性化さ

せなければいけないが、西三河の拠点機能という形ではなくなってくる可能性が

高いのではないか、このあたりをご議論いただきたい。  
また、⑥の産業機能の強化の部分で、「広域交通基盤を生かして、適地への商

業、工業機能の導入促進」という記述がされている。これは、額田インターチェ

ンジ周辺を開発するものと捉えられると思うが、そのために何をするのかが非常

に大きな課題である。環境都市という指摘もあったが、これからは、生活環境や

新しい公共、まちの交通といった整備開発ではなく、むしろ、今ある都市のスト

ックを保全・活用していくといった視点が強くなるだろう。市民意識調査の結果

からも、岡崎市は十分によい生活環境にあると思ったので、こういった内容を組

み込んでいただければと思った。  
  ここに書かれた課題について、総合計画の見直し等と整合性をどう取るかとい

うことと、それから、ここは都市計画マスタープランの策定なので、課題は基本

的には全市ということであり、これから額田地域のことを入れながら改定してい

くが、課題を空間化しなければいけない。その上で、都市計画マスタープランで

ソフト、ハードを含めた施策点検というのをしていく必要がある。さらに、それ

をもう少し時間軸に沿って整理していく必要がある。ここで、優先順位も出てく

ると思う。  
この課題を今後都市計画マスタープラン策定のプロセスの中でどういうふう

に検討していくのか、ディスカッションの方法などをどう工夫していくのか。ま

た、課題を地域ごとに具体性のあるものとするのか、もう少しビジョン的な大き

な目標として設定するのか、それとも、もう少し噛みくだいた都市づくりの目標

のような感じにするのか考えがあれば説明いただきたい。  
事務局  ： 現在、総合計画の見直しも進めておりますが、全く総合計画の姿が見えており

ません。完成は、総合計画のほうが 1 年早い予定ですので、総合計画との整合性

ということで考えれば、こちらから提案をし、そこに位置づけていくというやり

方が可能ではないかと思っています。その中で検討した視点を総合計画の中に表

現していくということは可能かと思うので、こちらがリードしていきたいと思っ

ております。  
委員長  ： 都市計画マスタープランでの時間軸はどのように設定されているのか。  
事務局  ： 一応 20 年先を見て 10 年ということですが、人口の増減を見ると、20 年後の

さらに先に減ってくるというような動きをしているようですので、検討としては

もう少し先を見ながらやっていかなければいけないと思っています。  
委員長  ： 都市づくりの課題というのは当然全市を対象として、これから額田地域のこと
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も含めて、今後、岡崎をどうしていくかというビジョンの形成、それから大きな

課題から各地域に落としていくような形でご議論いただきたいと思います。ただ、

総合計画は 1 年でできてしまう。そこに逆提案するとなると、相当こちらがしっ

かりしないといけない、そういうことになりますが、これはまた引き続き議論さ

せていただいきたい。  
 

②額田地域の課題と将来方向について（資料 5 参考資料 5） 

事務局  ： 協議事項②の説明 －省略－ 

 
代理   ： 現在、愛知県で、「愛知県の新しい都市計画の枠組み構築」という委員会を行

っており、その中で額田地域に関して都市計画区域を拡げるのか、都市計画区域

外のままがいいのか、あるいは準都市計画区域をスポット指定する方法がいいの

か、その 3 パターンについての検討を進めている。 
  これまで 3 回の委員会が済んでおり、3 月下旬に第 4 回の委員会を開く予定。

その場で額田地域、額田地域と非常に似た状況にある旧鳳来町の新城インターチ

ェンジの付近等や豊田市の旧足助町周辺等について検討し、最終的な方向性を出

していきたいと思っている。その方向性が年度内には出てくると思っている。県

のスケジュールはその様になっている。ある程度の方向性をこの時期ぐらいに決

めておかないと、平成 22 年度に向けた都市計画の総見直しはスケジュール的に

厳しくなってくる。具体のエリアというのはまだ数ヶ月余裕があると思うが、そ

れでも、都市計画区域の線を決めるのに、何年というスパンで時間的にかかると

すると、平成 22 年度の都市計画区域の見直しに反映するのは少し難しい。以上

が県の動きです。  
委員長  ： パブリックコメント等も含め、以前お伺いしたスケジュールと大きな変更はな

いか。  
代理   ： はい、パブリックコメントは、提言を委員会からいただいた後で行うつもりで

あり、7 月前後にかけて、8 月とか 9 月までに最終の計画をまとめたいと思って

いる。  
委員長  ： 県の動きと、一方で額田地域のワークショップで地域のまちづくりが住民から

出てくるものとのすりあわせ、総合計画との調整が出てくるが、今年については、

今おっしゃった県の立場とは異なり、準都市計画、都市計画、あるいはエリア設

定という話は実はまだないので、自由なご議論で、ご意見をいただけたらと思う。 
委員   ： 基本方針のところで、課題として高齢化だとか、安心だとか、そういう文言が

いろいろ出ているが、それに対応する項目はあるのか。医療であるとか、医療福

祉環境だとか、そういう書き方がしてある項目はあるのか。それに関連する項目

を基本方針で出すといいような感じがする。  
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事務局  ： ご指摘はごもっともなところです。ここで全部を書き込むと項目が多くなる。

主な項目として課題が出てきているというふうにご理解いただきたい。  
  もう少し細かくまとめていく中では、問題点をきちんと課題の中、方向性の中

に対応策が網羅できるようにさせていただきたいと思います。本当に主なところ

だけが書いてあるとご理解いただきたいと思います。  
委員長  ： 先ほどご質問があったように、額田地域のまちづくりの目標、方針が、全市の

都市づくりと整合性を取る必要がある。例えば交流という全市の課題は地域づく

りの基本方針には出てきていない。  
事務局  ： 委員会だとか都市計画マスタープランの位置づけと合わせまして、都市計画の

手続きとして、説明会だとか、縦覧だとか、意見書の提出ということをやってい

かなければいけませんので、そういうときに無用な混乱を招かないように、きち

んとした情報、きちんとした位置づけを住民の方に提供していきたいということ

は思っております。そういうことがあって県のスケジュールにちょっと逆らうよ

うなことで意見を出させていただいているというのが実態です。  
  それについては、当然、委員会にどういう範囲でもって都市計画の位置づけを

するべきであるかとか、どこはやめたほうがいいということ諮り了解を得た上で、

一般の方々に出していきたいと思っています。7 月のパブリックコメントが一番

のポイントであろうということは重々わかっています。ですから、19 年度の第 1
回目の委員会に向けて、素案の素案になってしまうと思いますが、市としてはこ

んなふうに考えていきたいというのは何とか出したいと思っています。  
代理   ： 市のやろうとしていることはもっともな手続きであり、それはぜひやっていた

だくべきかと思っている。  
  一方で、県がある段階で外向きに打ち出す方針が、市が進めている地元との協

議に水を差さないようにしていきたいと思っている。幅を持たせた表現にしたい。 
  例えば、額田地域を都市計画区域に設定するという方針をきちんと決める段階

を想定すると、平成 22 年度に間に合うかどうかをある段階で判断しなければい

けなくなる。ゴールをどこに置いているのかということを少し別の観点で思って

おいていただく余地がある。県のスケジュールではこういう段階がある時期にく

るのでそれに対して、市の動きが変に拘束されないような表現でやりたいと思っ

ている。  
委員長  ： やはり住民のご意向を無視するわけにはいかない。とは言え、法的な手順は当

然、県も市も持っており、都市計画審議会など、いろんなパターンを含めて少し

ご議論いただきたい。私としても、県の委員会については情報公開されています

ので、注意して見させていただきます。次回の策定委員会は5月ぐらいの予定で、

ある程度そこで方向性が出るということなのか。  
事務局  ： 5 月の終わりぐらいになりそうです。  
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委員長  ： 県の提言が出た後ぐらいか。  
事務局  ： 今後、日程調整をさせていただきますが少しでも早く開催したいと思います。 
委員長  ： 県と調整を図っていただいて、特に次回は団体代表及び市民の方々にも、議論

に入っていただくのでその準備もある。  
事務局  ： いきなり結論めいたことを申し上げるのも、新しい委員を含めて失礼だと思い

ます。議論いただいた上で、こういう方向性がいいのではないかという結果とし

て出していきたいと思っています。最終的には、もし仮に早くそういう議論がで

きたとしても、例えば議会だとか、そういった手続きを経た上で都市計画の手続

きに入っていくことになると思います。そうすると、パブリックコメントよりは

遅くなってしまう。県のスケジュールにもご迷惑をかけないようにしなければい

けないと思っています。  
 

③市民意見の把握・反映方法について （資料 6） 

事務局  ： 以下の協議事項③の説明 －省略－ 

 

委員   ： 情報提供という一方通行だけではなく、市民活動や、地域づくりワークショッ

プをされていたりするので、この中で双方向のコミュニケーションという形を作

り実施した方がよいと思う。特に額田地域では参加者や関心を持つ人が増えるの

ではないか。それをこれからお考えいただきたい。 
  また、世代ごとに情報提供とか共有化の選択する方法はＩＴを使うとか、ペー

パーメディアを見るなど異なる。そういった世代間の違いについてもお考えいた

だいたらいいかと思う。  
事務局  ： 双方向の手法及び情報源をできるだけ多くすることを検討させていただきます。 
委員   ： 地区懇談会は非常にいい手法だと思うが、額田地域のワークショップの例をと

っても、1 回では十分な成果が上がるか疑問である。せめてもう１回開くことは

できないか。  
  また、新聞社やローカルテレビを通じた情報発信はできないか。  
事務局  ： 有線放送はあるので、それを利用できるかと思います。どこかで飛びつくよう

な話題が出せればということを考えてみたいと思っています。普通の記者発表で

はなくてこんなことをやるので来てくれないかと交渉するようなことも考えた

いと思います。  
委員長  ： 地方版で、連載記事という方法も考えられる。  
事務局  ： 地元紙もありますし、一度相談をかけてみるのもいいかと思います。  
委員長  ： シンポジウムでは、策定委員会委員を想定ということがあるので、皆さんよろ

しくお願いしたい。  
事務局  ： パネルディスカッションと書いてありますが、いろんな方法が考えられまして、
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委員会を公開で、パネルの上でやってしまうとか、いろんなことを考えてみたい

とは思っています。  
委員長  ： 中学生等を軸にやられるのは非常にいいことだが、1 回だけではなかなか発案

にまでは至らないので、数回開催していただきたい。  
全ての予定を数えると 25 回あるが、必要であればぜひやっていただきたいと

思う。ただ、もう少し整理してもいいのかと思う。 
事務局  ： 進行状況により、19 年度分が少し 20 年度にずれるとか、そういうこともあり

得ると思います。部門別を 19 年度、地域別を 20 年度ということを考えますと、

少しＰＲする期間もあるかと思います。もう少し精査し、次回にはご提示したい

と思います。  
委員長  ： 今のご意見を反映して、事務局のほうで精査をしてさらに詰めていただきたい。 
 

 
以上  


