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第４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 5月 18日 午後 2時～午後4時 30分  

 

２．開催場所 

岡崎市健保会館 ３階 体育室 

 

３．出席委員及び欠席委員 

（１）出席委員     

委員長 小川 英明 愛知産業大学大学院 教授 

副委員長 松本 幸正 名城大学 教授 

委員 山本 佳世子 電気通信大学大学院 准教授 

〃 鈴木 秀育 愛知県建設部 都市計画課 課長補佐 

〃 山田 晃 愛知県建設部建築担当局 建築指導課 課長補佐 

〃 牧野 年和 愛知県西三河建設事務所 事業調整監 

〃 荻野 里富 岡崎商工会議所 事務局次長 

〃 手島 英一 あいち三河農業協同組合 営農部企画指導課 准審査役 

〃 平松 繁 額田町森林組合 代表理事組合長 

〃 伊藤 文雄 岡崎市社会福祉協議会 会長 

〃 木村 茂 市民公募 

〃 鈴木 常夫   〃 

〃 鈴木 廣   〃 

〃 林 加代子   〃 

（２）欠席委員 

  無し 

 

４．傍聴者の有無 

  無し 

 

５．説明のため出席した事務局職員 

川嶋副市長、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基本事項及び策定スケジュール 
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②市民意見の把握・反映方法 

③額田地域のまちづくりの方針（案） 

（２）協議事項 

①平成 18年度の検討結果と都市づくりの基本的考え方 

②額田地域の都市計画検討方向 

 

７．議事  
（１）報告事項 

①基本事項及び策定スケジュールについて（資料 2） 

②市民意見の把握・反映方法について（資料 3） 

③額田地域のまちづくり方針（案）について（資料4、参考資料4） 

事務局  ：報告事項①～③の説明 ―省略― 

 

委員   ： ワークショップは地域の意見を聞くのに非常に有効で、いろいろなところで

行われているが、今回は、残念ながら、回を重ねるごとに人数が減っている。

今後につなげるという意味からも、この原因がわかっていたら教えていただき

たい。 

事務局  ： ４回を通じまして平均 21 名のご参加をいただきました。31 名のうち７割出

席ということで、まずまずと考えております。 

  先ほどの資料をご覧いただいてもおわかりになるかと思いますが、夜と昼間、

交互に開催しました。夜若しくは昼間しか駄目という方にとっては、２回しか

出られないというマイナス面は承知の上で、いろいろな方がご出席可能なよう

にと配慮したつもりです。 

  ただ、３回目が、地域の会合と重なり、かなりの人数の方がそちらに出なけ

ればいけないという日程調整の不備もありまして、少なかったということです。 

委員   ： 資料４の１ページ目に、「額田地域は、合併後、南北地域の一体性の欠如が

指摘されています」とあり、同じく３ページに「安全ピン構造」の話が出てい

るがこれからだけではどういう方向を目指しているかがわかりにくいので、額

田地域で南北の一体性が欠如しかかっていることと、さすまた構造と安全ピン

構造の関係について説明していただきたい。 

事務局  ： まず、さすまた構造ですが、参考資料６の１ページにありますとおり、旧岡

崎市と旧額田町が合併する時に策定された新市建設計画で示されたものです。

額田のほうで乙川と男川の２本にわかれている流域が下流で１つになってい

るという構造を基に交流連携ネットワークがあるということで位置づけられ

たものです。 

  それで、安全ピン構造ですが、やはり額田地域は一体としてネットワークを

つくっていくべきだというご意見が出まして、左側の大きな輪である旧岡崎市
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のつながりと右側の緑色の少し小さめの輪である額田地域のつながりが１つ

の大きな輪としてネットワークを形成していくべきであろうということです。

これは流域や道路といったものではなくて、旧の岡崎市が１つの市として機能

していた輪と旧の額田町が１つの地域として機能していた輪を結び付けて、外

側のピンク色、岡崎市全体の大きなつながりをつくっていく。これが安全ピン

のように見えるということで、安全ピン構造と呼んでいます。 

委員   ： これから先、ワークショップの中でも額田地域の南北をつなぐようなことを

具体的に考えていくのか。 

事務局  ： 先ほどのさすまた構造が、旧の額田町民としてはさみしいというお話が出て

いますし、第２東名の仮称額田インターができるということで、そこへ南の方

も北の方も利用可能なネットワーク、都市構造を考えてほしい、特に国道 473

号のようなものを整備して、どちらからもアクセスしやすいようにしてほしい

というご意見もあります。そのようなネットワークを通じて南北の強化及び、

全体のつながりが強化できるのではないかというお話があります。 

委員   ： 今後、県の都市計画マスタープランや市の総合計画に即してつくられると考

えられるが、市の総合計画の中で将来の都市像や土地利用構想がどのように提

言されているのか、簡単に教えていただきたい。 

事務局  ： 現在新しいものを策定中です。それに代わるものとしては、新市建設計画が

あります。   

委員   ： 岡崎市と一緒になると、都計の線引きをされてしまい、かつての額田町の町

域が全部調整区域になるのではないかという不安がある。資産価値が下がると

いう不安がある。参考資料４に、「額田地域は今後 10年間非線引き都市計画と

して指定することがふさわしい」という記述があるが、愛知県は、最終的には

都市計画区域は線引きをするといった基本方針があると再三聞いている。例え

ば10年間は非線引きでやっていったにしても、最終的には線引きされるのか。  

事務局  ： この 10年間の非線引き都計というのは、４回作成された『額田の地域づく

りニュース』をご覧になった方が意見箱に出された意見ですので、これで額田

地域の都市計画を定めるというものではありません。ですから、どういう土地

利用にすればいいのかということにつきましては、この委員会でご審議いただ

きたいということです。 

委員   ： 資料４の３ページ、新しく合併した岡崎市の交流連携ネットワークがさすま

た構造なので、地域の一体感が、旧額田の一体感が損なわれる感じがあるとい

うことで、安全ピン構造が提案されているかと思うが、この２つの輪が果たし

て交流連携ネットワークとして成り立つのか、疑問に思う。 

  こういう道路ネットワークを考えるのか、あるいは、これは都市構造の単な

るイメージなのか確認したい。 

事務局  ： 大きな旧岡崎の輪と少し小さめの旧額田の輪が１つになってピンクの大きな
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輪になるイメージにすぎません。ですから、将来の交通ネットワークとしての

イメージではありません。 

委員   ： 今、愛知県でも都市計画の大きな見直しに取り組んでいるが、岡崎市の都市

計画区域は、線引きの都市計画区域にしなければならないと法令上定められて

いる。 

  岡崎の新しい都市計画区域の中で、額田を都市計画区域に含めるとすると、

１つの都市計画区域に、ここは非線引き都計で、こっちは線引き都計というこ

とは許されないので線引き都計が前提になる。   

委員長  ： 市民意見の把握、反映方法の一環としてのワークショップで作成された、額

田地域のまちづくり方針案について報告をいただいた。 

  新しい岡崎市の中には旧岡崎市と旧額田町という非常に大きな２つの区分

があるが、額田地域のワークショップの参加者が述べた地域のつながりを持っ

ていきたいという方向性をどういう形で都市計画マスタープランに盛り込ん

でいくかについては、今後とも多様な意見をいただきたいと思う。 

 

（２）協議事項 

①平成 18年度の検討結果と都市づくりの基本的考え方について（資料5） 

事務局  ：協議事項①の説明 ―省略― 

 

委員   ： 協働という言葉はよく聞くが、協創というのは初めて聞いた。協働はみんな

で何かをつくっていこうということだと思っていたが、それとはまた別のもの

をイメージしているのか。 

事務局  ： 協働は、住民の皆さんや行政、企業すべての主体が一緒に何かをやっていく

ことであり、協創は、形のあるものだけではなくて、いろいろなものをつくっ

ていくことということで使っています。   

委員   ： 都市づくりの目標で、交流都市（都市像２）と活力都市（都市像３）につい

て、交流は地域内のつながりのことをいっていると思うが、説明文を見ると市

内外の交流と書いてある。来街者を頭に入れた交流をも考えているのか。 

一方、活力都市における賑わいについても、中の賑わいもあるが、やはり外

部からの人口の移動、来街を頭に入れていると思う。この違いをもう少しわか

りやすく、重複しない形で説明して欲しい。 

事務局  ： 交流は、どちらかというと、ネットワークに着目した考え方で、賑わいの創

造は、例えば産業のようなものに着目した見方です。 

委員   ： 都市像２と３の関係について、交流都市は、道路や鉄道など、いわゆるネッ

トワークの整備で、活力都市は、その拠点の整備だと思う。左側の主要課題と

の対応を見るとそうなっているが、どうも説明文の内容がそういうふうになっ

ていないと思いうので、そこをもう少し整理したほうがいいと感じた。 
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  都市づくりの目標の図は、原則の上に３つの目標が掲げられていて、非常に

いいと思うが、この都市像１、２、３はほかの都市でも言えなくはないのかな

と思う。この中で一番岡崎らしいのはどこかと見ると、原則２であると思う。

したがって、都市像１、２、３だけが独立していくことなく、いつもこの原則

とセットで検討してもらいたい。 

委員   ： 資料５の 11 ページ、新交流核の産業振興等の拠点づくりいうのは、具体的

にどういう産業を考えているのか。そして、産業の拠点づくりはなんらかの形

で都市計画上に反映される可能性があるのか。 

事務局  ： この新交流核、インターチェンジ予定地の近辺には現在でも幾つか工業団地

が立地しています。今後インターチェンジができて利便性が向上したときに、

それが呼び水となって新たな産業が立地する可能性がある一方で、迷惑施設が

立地する可能性もあります。土地利用をコントロールするには、なんらかの都

市計画的な手法をとるのが一番いいのではないかと思っております。ワークシ

ョップの中では、インターチェンジ周辺に、単に工業団地を誘致するよりは地

場産業に関連した企業を誘致できればというご意見がありました。 

委員   ： 特にワークショップで意見が出ていたように、確かに工業団地を外から呼ぶ

方法もあるかと思うが、額田地域の主要産業である林業を活かせるような提案

をどんどん出していただきたい。地場産業に関連したものや地域の人々が働け

るような産業であれば、地域の人たちも近くにできた工場に不愉快な印象を持

たれることが少ないと思う。 

委員   ： 安全ピン構造は額田地域からみた岡崎市の都市構造イメージだが、資料５の

11 ページの将来都市構造（案）との関係がわからない。安全ピン構造は資料 5

の 11 ページの将来構造（案）にどのように反映されているのか。 

事務局  ： 資料４はワークショップの皆様のご提言ですので、これを基にこの委員会で

ご議論いただきたいということです。ですから、先ほどのワークショップの提

言を取り入れて資料５の都市構造イメージができているという流れではあり

ません。 

委員   ： ワークショップの提言は、額田地域の方が南北の交流の部分に非常に期待を

持っているという意味で書かれたと思う。道路などの社会資本の整備であると

か、情報の交流や人のつながりといった面から、南北軸を工夫していただきた

い。 

委員   ： 愛知県では昨年、せせらぎ回廊構想を発表しており、岡崎市もそのメンバー

になっているので、この計画の中に取り入れていただきたい。社会資本を整備

していく上で非常に重要だと思うので、ぜひどこかに位置づけていただきたい。 

事務局  ： せせらぎ回廊構想は、大部分が額田地域の都市計画区域外の中の流域、河川

と道路、その周辺の土地利用、いろいろなものが一体となって軸を形成してい

こうということでございます。次回ぐらいにはその資料を参考にお付けしたい
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と思います。それをモデルとしまして、都市計画区域外のほかの部分の道路や

河川、農地、森林をどうしていくのか、なんらかの表現をしたいと考えており

ます。 

委員   ： 地場産業である林業を取り巻く現況は厳しい。住民自身もそこで生活できる

よう頑張らないといけないが、地場産業の活性化を都市計画マスタープランに

も少し入れて欲しい。  

委員   ： 産業の仕組みまで都市計画のマスタープランに入れ込むことは可能か。 

事務局  ： 都市計画区域の外も含めましてマスタープランをつくりたいということです

が、外側には例えば農業の計画や林業の計画が既にございます。都市計画マス

タープランの中にそういったものを書き込むときには、既にある計画に即して

記述することになっていますので、土木も含めた担当部署と協議しながら、検

討したいと思います。   

委員長  ： 総合計画が策定中なので、目標と原則は今後変更することもあり得る。また、

交流や活力という言葉の定義もなかなか難しくて、文書に書いてしまうとどう

もしっくりこないことがある。しかし、目指すところは、この原則を踏まえな

がら、昨年度の基本的な調査や市民意向を踏まえた課題から抽出した岡崎市の

あるべき姿として、この３つに集約した。それぞれ共通するところや、意味が

相反するようなところがあるかもしれないが、そこについても今後ご議論いた

だきたいと思う。 

  最後に、やはり都市計画マスタープランなので、マスタープランで担わなけ

ればいけない責務がある。基本的には土地利用規制で、市街地整備、都市施設

ということを基本的な目標にしていきたいと思う。 

 

②額田地域の都市計画検討方向について（資料6、参考資料 6） 

事務局  ：協議事項②の説明 ―省略― 

  

委員   ： 額田インターのインパクトをどのように判断されたのか、少し説明をお願い

したい。 

事務局  ： 通常、インター周辺の５キロ圏内ぐらいの平らな場所で、いわゆる乱開発が

行われる懸念があると考えられています。  

  平坦で開発がしやすいであろうというところがピンクで塗ってあり、インタ

ーの予定地は黒い太い破線で、５キロ圏内、10キロ圏内が緑の円で示してあり

ます。この５キロ圏内のピンクのところを狙われやすいエリアとして抽出して

います。   

  一番影響が及ぶのはインターと隣接してピンク色のところが多かった豊富

校区です（１次影響圏）。次に、その外側にあります北側の夏山、東側の宮崎

などです。県道や国道を通じて及んでいくということで、グレーの実線の矢印
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が１次影響圏、２次影響圏を結んでおります。さらに３次影響圏として、一番

北側の形埜校区です。  

委員   ： 額田インターができるとこういう影響が考えられるが、５キロ圏の中には入

らないと思うが、例えば宮崎だと、豊川インター、音羽蒲郡インターからの影

響が比較的ある。それから、形埜地区は３次影響で、松平インターなどの影響

も全くないわけではないと思う。検討するときには、他のインターチェンジか

らの影響も考慮されたほうがいいと思う。 

事務局  ： 資料６では、現在の市街化状況や進行の度合いの高いところを抽出し、そう

いったところが都市化しやすいであろうということで検討したわけです。です

から、例えば、夏山も開発の可能性があるかもしれません。数値的に高いとこ

ろについては、地図に返りまして、平らなところだとか、現状の土地利用規制

を基に、もう一度解析してみたいと思います。 

委員   ： 市街化区域の検討について少々伺いたい。資料６の 13ページの赤の点線で

囲まれたところは土地利用コントロールが必要なところだなというのは非常

によくわかったが、こちらの地図の西側には旧岡崎市が位置しているので、岡

崎市の市街化区域とのつながりや連担化といったことも考慮して市街化区域

の指定がなされるのか。 

事務局  ： この額田地域のインター周辺についての県の委員会で都市的な整備を前提に

した都市計画区域の指定についての提言が夏までに出ると伺っております。で

すから、このまま市街化区域を指定して都市計画区域になるかどうかというこ

とについては、今の段階ではっきりとは断定できません。 

委員   ： トヨタのテストコースが旧下山と額田の間で計画されていることが最近明ら

かになっている。その開発のインパクトも、やはりかなり大きなものがあるか

と思う。インターチェンジのインパクトとは多少異質かもしれないが、地域づ

くりという観点では一考すべきところがあると思うので、今後はそれを踏まえ

たまちづくりもあわせて検討していただきたい。 

委員   ： ９ページの町別新築・開発件数の開発許可は 500 ㎡以上とあるが、額田は都

市計画区域外なので都市計画法に基づく開発許可は必要ない。何法に基づく開

発許可なのか。 

事務局  ： 開発許可の許可という言葉が問題だと思いますが、額田町時代は、開発指導

要綱に基づきまして 100 ㎡以上は手続きするように指導しておりました。です

から、その台帳に基づき 500㎡以上の開発件数を対象としています。 

委員   ： 今回検討いただいたように、定量的にどんな開発が行われていくかを見るの

は非常に重要で、それに従いどういう方向を定めていくかというのを検討でき

ればいいと思う。 

  もちろん将来どうなるかは都市計画によって変わってくるので難しいが、可

能であれば、そのシナリオによってどのように変わるかを見たい。 
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  もう１つ、額田の中では樫山で非常に開発が進んでことがわかるが、これは

相対的な評価と考えられる。都市計画を検討するうえで絶対値として旧岡崎市

との比較が必要ではないか。できれば旧岡崎の市街化区域の平均値を参考とし

て見せてもらえると、この位置づけがわかりやすいかと思う。 

事務局  ： 今後の傾向としては、ここが都市計画区域に、市街化区域になったとしてと

いう前提がありますし、どう張り付けていくのかということによって変わって

くるかと思います。現在、西側に工業団地が張り付いていたり、インターから

直接工業団地に行けるような道路が整備されてくるであろうということから、

やはり工業系の開発がなされていくだろうと考えています。旧岡崎市と比較し

た結果は次回お示しします。 

委員   ： トヨタのテストコースの話もそうだが、ここに都市計画図があるとわかりや

すいかと思う。できれば次回、都市計画図等参考図面も示していただき、どう

いうものが規制されて、どういうものが建つのかというような資料もあわせて

準備いただきたい。 

委員長  ： 額田地域の都市計画検討方向については、たくさんの指摘をいただいたので、

それを含めまして、次回また整理をさせていただきたいと思う。   

  協議事項につきましては、たくさんの意見、質問を賜りましたので、それを

精査しながら、次回までにもう少し組み立て直させていただきたい。 

報告事項で説明しましたが、資料２の４ページにあるように、今回は第４回

で、都市づくりの考え方、額田地域のまちづくり方針、都市計画の検討方向に

ついて協議いただいた。これとあわせて骨子を順次固めていく作業、次回には

部門別の方針をある程度定めていくという作業をおこないたい。 

これで本日の議事をすべて終了する。 

     

 

以上 

 


