
 1

１． 基本的考え方 

(1) 目的 

地域住民によるワークショップを通じて、額田地域の将来像や土地利用のあり

方等について、それら意見を取りまとめた「額田地域のまちづくり方針（案）」

を作成し、岡崎市都市計画マスタープランへの反映を検討することと、当ワーク

ショップの実施により、額田地域の地域づくりに対する住民意識の機運醸成を目

的としています。 
 

(2) 岡崎市都市計画マスタープランへの反映の考え方 

ワークショップを通じて提案された「額田地域のまちづくり方針（案）」は、

全体構想や地域別構想等への反映を検討していくものとします。 
このため、ワークショップの進め方については、以下を基本的視点とします。 
①各回のワークショップの結果は、「額田の地域づくりニュース」を発行、地

域内に回覧するとともに、地域内の 13 箇所にＡ1 またはＡ0 版を掲示、意

見箱を設置し、地域住民の意見収集を行いました。 
②策定委員会等においては、「額田地域のまちづくり方針（案）」の結果報告と

その活用方法等について検討します。 
 

(3) 参加者と参加状況 

○ワークショップ参加者は 31 人（下山小学校区５人、形埜小学校区６人、宮

崎小学校区３人、大雨河小学校区１人、千万町小学校区１人、夏山小学校区

３人、鳥川小学校区１人、豊富小学校区 11 人）です。 
○各回の参加状況は下表のとおりです。第 3 回は地域の総代会と重なり、欠席

者が多数出たが第 4 回に回復することなく終了しました。第 3 回と 4 回の

連続出席者は 8 名に過ぎず、地域見学の評価が高かった割には継続できなか

った点が運営課題でした。 
 

●各回の参加状況 
 第 1 回 

（2006/12/10） 

第 2 回 

（2007/1/26） 

第 3 回 

（2007/2/25） 

第 4 回 

（2007/3/30） 

参加者数 28 人 23 人 18 人 16 人 
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(4) 段階的な開催の流れ 

 

■第１回   

日時：12 月 10 日（日） 13：30～15：30 

場所：ぬかた会館 
① ワークショップの目的、ルールについての説明 
②「額田地域の良いところ、悪いところ」についての話し合い 
③ グループごとに話し合った内容を発表 

■第２回   

日時：1月 26 日（金） 19：00～21：00 

場所：形埜学区市民ホーム 
① 第 1回の話し合いを踏まえ、３つグループに分かれて個別のテーマを中心に

話し合い 
② グループごとに話し合いの内容を発表し意見交換 

■第３回   

 日時：2月 25 日（日）13：30～17：00  

場所：岡崎市農村環境改善センター 
① 貸し切りバスに乗車、地域内の主要施設、第 2東名インターチェンジ予定地

等を見学 
② グループごとに、第２回に話し合った内容を踏まえて自分たちに何ができる

かを話し合い 

■第４回   

日時：3月 30 日（金）19：00～21：00  

場所：ぬかた会館 
① グループごとに「額田地域の将来像」についての話し合い 
② 話し合いの内容とグループが達した額田地域の将来像の発表 
③ ３グループの将来像からこのワークショップでのまちづくり方針案のアウトライ

ンをとりまとめ 
④ 今後の予定等の確認 
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２． ワークショップの開催状況 

  ワークショップの開催状況は、以下のとおりです。 
  内容の詳細については、「地域づくりニュース（第１号～４号）」を参照してください。 
 

(1) 第１回開催状況 

①出席人数：28 人（３人欠席） 
②概要 
○「よいところ」については、自然、伝統歴史、人づきあい、生活、リズムといった

キーワードがあげられた。 
○「悪いところ」については、自然・山林・農地、生活基盤、人口減少、保守的な土

地柄といったキーワードがあげられた。 
③まとめ 
○グループごとに出された意見を踏まえ、①地域のためになる施設（以下「ぬ グル

ープ」）、②一体感のある地域づくり（以下「か グループ」）、③自然環境への配慮

（以下「た グループ」）のそれぞれについてグループに分かれて議論を深めるこ

とを確認しました。 
 

(2) 第２回開催状況 

①出席人数：23 人（8人欠席） 

②概要 

第１回で出された額田地域に関する３つの課題「地域のためになる施設」「一体感の

ある地域づくり」「自然環境への配慮」のそれぞれについてグループごとに分かれて話

し合いを行いました。 

○「ぬ グループ」（「地域のためになる施設」のグループ）では、IC を活用するには

それにアクセスする道路が必要であること、IC 周辺には地域のためになる企業が来

て欲しい等の意見があげられました。 

○「か グループ」（「一体感のある地域づくり」のグループ）では、森の駅を拠点と

して整備・活用すること、各活動グループも自立していくことが重要等の意見があ

げられました。 

○「た グループ」（「自然環境への配慮」のグループ）では、地域のよさは、山、川、

空気、人であり、多くの人に来てもらえる場所にしていこう、住民にとって住みや

すい場所にしていこう等の意見があげられました。 

③まとめ           
○ 第３回ワークショップで実施するフィールドワークも踏まえて、上記の各グルー

プの主要テーマに沿って、額田地域の将来方向の議論を深めることを確認しまし

た。 
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(3) 第３回開催状況 

①出席人数：18 人（13 人欠席） 
②概要 

地域の４箇所の場所をバスで現地見学した後、会場に戻り、「自分たち（住民）に何

ができるか」を中心にグループごとに話し合いを行いました。 
○「ぬ グループ」（「地域のためになる施設」のグループ）では、「道路が整備され

て、地域にできること」として道路の維持管理（清掃など）の分担や、展望台をつ

くり地元でも盛り上げるなどがあげられました。また、「優良企業に来てもらうた

めにすべきこと」として、新入住民との交流、額田の知名度向上、交通安全への協

力、産直の建築材料（木材）の提供などが、住民としてできることではないかとい

う意見がだされました。 
○「か グループ」（「一体感のある地域づくり」のグループ）では、「森の総合駅の

運営を自分たちに任されたらしたいこと」として、リピーターを増やす努力をし、

そのために観光情報や健康増進情報をマップ化して配布したり、農林業等の体験型

活動を推進することなどがあげられました。 
また、住民のためにも地域内で往来しやすい道路整備は必要であるという意見も

だされました。 
○「た グループ」（「自然環境への配慮」のグループ）では、「住みやすい地域づく

り」、「自然などの資源を活かす地域づくり」のために、アンケート調査の実施や生

き物のことを考えた農業の大切さなどがあげられました。 
また、歩道の確保をすることも重要であるという意見が出されました。 

③まとめ           
○ 第３回は、全体発表はせず、次回引き続き話し合うことを確認して終了しました。 

 
(4) 第４回開催状況 

①出席人数：16 人（15 人欠席） 

②概要 

各グループに分かれて額田地域の将来の姿を言葉で表現することに挑戦しました。 

○「ぬ グループ」は、IC 周辺の活性化は当然であるが、額田全体の活性化が必要で、

そのためには旧岡崎市と一体となった都市構造が重要であるという方向性が出さ

れました。 

将来像として、「歴史ある「額田」の響きを残しながら一体化」が提案され、賛

同を得ました。 

○「か グループ」は、地域を南北方向と環状につなぐ２つの道路整備と、それぞれ

沿道にある拠点施設整備が重要であるという方向性が出されました。 

将来像として、「森川清汗／新鮮静感（しん・せん・せい・かん）のまち額田」

が提案され、賛同を得ました。 
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○「た グループ」（「自然環境への配慮」のグループ）は、多くの人にきてもらうた

めに住民の役割や情報発信のしくみ、歩道の整備などが出されました。 

今後は、自然を考えた地域づくりをすすめ、子どもたちにも地域の良さを伝えて

いきながら、「あらゆる世代が一緒に住めるまち」を将来像とすることで賛同を得

ました。 

③まとめ           

４回にわたるグループワークの結果をまとめると、それぞれのグループで下記のよ

うなことばで表すことができます。 

【ぬ グループ】 

・ 働く場所と働く人が地域に根づき、共に暮らしていけるまち 

～ひとのつながり～ 

【か グループ】 

・ 地域の拠点とそれをつなぐ回廊で形成されるまち 

・ 体験を通じて外とつながっているまち 

～拠点のつながり、外とのつながり～ 

【た グループ】 

・ 多世代が住めるまち 

・ 森の駅をつなぐ線づくりを契機にした、多くの人を呼び込めるようなまち 

～地域の核のつながり、外とのつながり～ 

 

ワークショップを通じて各グループに共通した言葉は、「つながり」であった。地域内・

地域外との人と人のつながり、世代を超えた人と時間のつながり、地域内外の拠点のつ

ながり、これらを大切にしながら地域づくりを進めていくことが重要であるということ

が確認されました。 

それを「安全ピン構造」と称することとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「安全ピン構造」は、旧岡崎市と旧額田町の合併協議会で提示された新市建設計画の「岡

崎市都市構造の方向性」に示される「交流連携ネットワーク」が旧岡崎市と額田町南北地域

との間で二股に分かれる「さすまた」形をしているのに対し、額田地域の南北一体化の必要

性と旧岡崎市と複数軸で構成される交流が必要という思いから名づけられたものです。

旧岡崎市 
額田地域

岡崎市 

岡崎市一体化のイメージ 
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12 月 10 日(日)、ぬかた会館において額田地域の将来像や土地利用のあり方など
を考える『額田の地域づくりワークショップ』を開催しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

額田の地域づくりニュース 
発行日：平成 18 年 12 月 19 日 

第１号 

○ 概 要 ○ 
 額田の地域づくりワークショップには額田地域全域から 31名

の方がメンバーとして参加し、全部で４回の開催を予定してお

ります(次頁を参照)。今後この会を通じて出された意見は『額田

の地域づくりニュース』として発行し、最終的には『額田地域

のまちづくり方針(案)』としてまとめ、額田地域の将来を考える

ための基礎的な資料として活用します。 
 第１回目の今回は、ま

ず参加者の自由な発想と

活発な意見をうながすと 
同時にお互いを知り合うために、参加者自身が動きながら行

う形で自己紹介を行い、日頃の活動や地域について考えてい

ることを伝え合いました。その後、任意の 3 つのグループに

分かれて額田地域の「良いところ」「悪いところ」について

意見交換を行いました。 

○ グループごとの作業の結果 ○ 

 全体会議の後、３つのグループに分かれて額田地域の「良いところ」「悪いところ」について意

見を出し合いました。おおむね下欄のような意見が出されましたが、これらの意見を出し合うこと

で“伸ばすべき魅力”と“改善すべき課題”を見つけ出し、地域の将来像をつくる上での基礎情報

としていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グループ会議では、様々な意見が出されましたが、長所・短所の両方に含まれている内容も多く、

様々なことがらでよい点と悪い点の両面性があることが確認されました。 

参考：ワークショップとは？ 

 もともと「作業場」「工房」を意味

する言葉で、そこから「体験型講

座」「研究集会」などの意味に使

われています。一般的な講義や

説明会と異なり、参加者が自発

的に作業し、全員が体験を共有

しながら問題解決や合意形成を

図るのが特徴です。 

 

良いところ 

自 然 自然・山林・農地

伝統・歴史 

人づきあい 

生 活 

リ ズ ム 

・美しく豊か 
・きれいな空気や水 
・名所（くらがり渓谷など） 
・ホタルやササユリ 
・動植物が豊富 
・自然の恵み(山菜など) 
 
・伝統行事やお祭りが盛ん 
 
・隣近所のつながりが強い 
・地域の組織がしっかりしている 
・中学時代に人のつながりが で

きる 
 
・土地が広い 
 
・まちとくらべてゆったりしている 

生活基盤 

人口減少 

保守的な土地柄

・野生動物による農作物被害 
・耕作放棄 
・以前に比べてきたない川 
・山林の荒廃 
 
・道路整備の遅れ 
・公共交通機関の未整備 
・医療機関が少ない 
・買い物の場所が少ない 
 
・若い人が少ない 
・子どもが少ない 
・もともとあった組織の消滅 
・行事の維持が困難 
 
・改革が好まれない 
・閉鎖性もある 
・男女共同参画が少ない 

悪いところ 
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○ グループごとの発表およびまとめ ○ 

 グループごとに出された意見について、全体

で共有して今後に結び付けていくために、それ

ぞれで発表を行い、意見交換を行いました。 

各グループによる発表の様子
 
 意見交換では、各グループごとに出された意

見に対する補足や、『くらがり渓谷』をはじめ

とする各所に存在する観光資源の活用に関す

る提案がなされました。 
 その後、今回のワークショップのまとめとし

て下記のような鍵となる言葉（キーワード）が

提示されました。 

○ぬ 『ぬし』は住民 
 ①地域のためになる施設について考えよう 

○か  かみもしもも一緒 
 ②家族のような同じ地域の住民を大切にし、

他地域と交流するとは何かを考えよう 

○た 田んぼと畑、森と川 

③自然環境に配慮した地域づくりを考えよ

う 

 次回からは、これらのキーワードから導き出

される主題 ① 地域のためになる施設、② 一

体感のある地域づくり、③ 自然環境への配慮

のそれぞれについてグループに分かれて議論

を深めます。 

○今後のワークショップおよび意見の収集○

 ワークショップは平成18年度中にあと３回

の開催を下記のとおり予定しています。 

 ■第１回 ワークショップ 12/10(日) 
 額田地域の良いところ、悪いところ 

■第２回 ワークショップ 1/26(金) 
 ３つのテーマに分かれて意見交換 

■第３回 ワークショップ 2/25(日) 
 ３つのテーマに分かれて意見交換 

■第４回 ワークショップ 3/30(金) 
 「額田地域の将来像」をまとめる 

 これらのワークショップの検討結果は、今

後も「額田の地域づくりニュース」(本紙面)
としてまとめ、総代さんを通じて回覧し地域

の皆さんに報告するとともに、地域内の 12 箇

所(下記参照)に掲示と意見箱の設置をして、み

なさまからの意見を募集します。いただいた

意見は最終的にまとめられる『額田地域のま

ちづくり方針(案)』の参考とします。 

 

発行元：岡崎市役所都市計画課 二村・冨田 

ＴＥＬ ０５６４－２３－６６９８ 

ＦＡＸ ０５６４－２３－６５１４ 

   ｅメール toshikei@city.okazaki.aichi.jp 

※ 額田地域づくりワークショップおよびニ

ュースレターに関するご意見について

は、左記の都市計画課にご連絡いただく

か、最寄りのご意見箱までお願いします。

終了 
しました

〈額田の地域づくりニュース掲示場所〉 

・あいち三河農協（額田、宮崎、形埜支店）

・郵便局（額田、宮崎、形埜）  

・額田宮崎診療所 ・額田北部診療所 

・額田支所 、出張所（宮崎、形埜、下山）

ま
す
！ 

お
待
ち
し
て 

ご
意
見 

意見箱
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1 月 26 日(金)、形埜学区市民ホームにおいて額田地域の将来像や土地利用のあり
方などを考える『第２回 額田の地域づくりワークショップ』を開催しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

額田の地域づくりニュース 
発行日：平成 19 年 2 月 9 日 

第２号 

○ 概 要 ○ 
 

 今回は、全体会議で課題や資料、意見交換の目的について確

認した後、第１回で出された額田地域に関する３つの主題 

・「地域のためになる施設（ ぬ グループ）」 

・「一体感のある地域づくり（ か グループ）」 

・「自然環境への配慮（ た グループ）」 

のそれぞれについてグループに分かれて話し合いを行いました。 

○ グループごとの意見交換の結果 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○IC を生かすためには額田地域の一体化につなが

る道路が必要 

・合併で南北が分離、地域の一体化が必要 
・R473 は額田の南北軸になる 
・トヨタテストコースとの道路連絡改善が必要 
○田畑を守りながら活性化を 

・田畑は先祖から受け継いだ大事な財産 

＝ ぬグループ＝ 
○IC 周辺には地域のためになる企業が来てほしい 

・元気のある企業がくれば住宅も増える 
・額田の材木を活用する企業誘致で森林の保全・活

用をすすめたい 
〔まとめ〕 

■IC 整備が額田全域の効果となるように考え 

よう 

○ 森の駅を拠点として整備・活用する 

・おおだの森が眺められる「森の総合駅」 
・案内板を増やし、展示だけでなく物販も 
・「体験型」の施設にしたい(育成する) 
・運動不足解消と食への助言により健康拠点に 
・食いだおれラリーの復活!! 
○自転車の活用で活性化を 
・土日には自動車交通が減少して自転車が増加 
・「天恩寺付近」「くらがり渓谷」への地域外の自

転車利用者に着目→サイクリング道の整備と

管理で地域交流を進める 
○ 各活動グループも自立していこう 

・補助金に頼らない、各グループが育つ活動 
・「農業体験」をすすめる 
  →「耕作放棄地」も活用 
   仕組みやお金・指導者などは必要 
・「林業体験」も広めたい 
・まずは地域づくり計画をＰＲしていこう 

〔まとめ〕 

■ 点と点を結んで「線」にしよう 

■「線」を維持する住民グループのつながり

■「線」を巡る人々と交流しよう 

＝ かグループ＝ ＝ たグループ＝ 
○ 地域の良さを見つめ、そして知ろう 

・山や川や空気、そして人が財産 
・街にはない静かさがある  
○ 多くの人に来てもらえる場所にしていこう 

・日近城趾周辺やかおれ渓谷など、いい景色がある 
・受け入れ体制は充実させていく必要がある  
○ 住みやすい場所にしていこう 

・街では、周りから干渉されない自由はあっても助

けてくれない。ここでは助けてくれる 
・子育てにもいい場所 
・外から来た人たちと、元から住んでいる人たちが

うまくやっていくための仕組みが必要 
・田舎の習慣や山の生活を理解し、多くの人に行事

に参加して欲しい 

・道路などの必要な基盤整備をして欲しい 

〔まとめ〕 

■ 生活様式の変化によってこわれてしまった

自然との関係を見直そう 

■ 地域を知ることから地域づくりや環境保全

活動へ発展し、地域のまとまりをつくろう
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○ 意見箱に寄せられたご意見と回答 ○ 

 第１回のワークショップのあと、意見箱に寄せら

れたご意見・質問等のうち、ワークショップで検討

する内容について紹介及び回答します。 

★第１回ワークショップへの質問 

・良いところ、悪いところの、３つのグループへの

対応は？ 

(回答)ワークショップではぬグループが“生活・生

活基盤・人口減少”を、かグループが“伝統・

歴史・人付き合い・リズム・人口・土地柄”

などを、たグループが“自然・山林・農地”

などを中心に、意見交換をします。 
 

★地域活動グループへの支援に関する意見 

・高齢者支援の特色ある活動に対する行政支援によ

り持続ある活動が必要 
・額田町時代からのグループ組織に対する行政支援

とともに、自治会組織を通じた連携が重要 
(回答)ワークショップでグループ組織に関する情

報提供を行います。また、この核を活かしな

がら元気な地域をつくるための住民の役割

について話し合います。 
 

★森の駅・地域資源活用に関する意見 

・利用者も少なく無駄な施設となっている 

・多くの人に利用される施設となるよう皆で考えま

しょう 

・くらがり渓谷を地域づくりの中心に 
(回答)第 2回・3 回のワークショップで、どういう

使い方があるかを話し合います。 
 
★地域づくりに考慮すべきこと 

・合併により２分された地域の交流復活 
・地域づくりは地域の一体化が大切 
・地域づくりは人づくりが基本 
・よいところを伸ばし、悪いところをいかに改善す

るかが問題 
・自然を活用したイベントによる知名度の向上 
(回答)ワークショップで考慮すべき事柄であること

を念頭に話し合います。 

○今後のワークショップおよび意見の収集○ 

 ワークショップは平成 18 年度中にあと 2 回開催

を予定しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「額田の地域づくりニュース」は、地域内の 13 箇

所(下記参照)に掲示し、ご意見箱を設置して、みな

さまからの意見を募集しています。 

（市のホームページでもご覧になれます） 

いただいた意見は、最終的にまとめられる『額田

地域のまちづくり方針(案)』の参考とします。 

 

発行元：岡崎市役所都市計画課 二村・冨田 

TEL : ２３－６６９８  FAX : ２３－６５１４

E メール：toshikei@city.okazaki.aichi.jp 

URL:http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/

ka4510/ka000.htm 

※ 額田地域づくりワークショップおよびニ

ュースレターに関するご意見について

は、左記の都市計画課にご連絡いただく

か、最寄りのご意見箱までお願いします。

■第１回 ワークショップ 12/10(日) 
 額田地域の良いところ、悪いところ 

■第２回 ワークショップ 1/26(金) 
 ３つのテーマに分かれて意見交換 

■第３回 ワークショップ 2/25(日) 

 バスで地域内を見学したあと、会場に戻っ

て３つのグループに分かれて意見交換 

■第４回 ワークショップ 3/30(金) 
 「額田地域の将来像」をまとめる 

終了 
しました

終了 
しました

〈額田の地域づくりニュース掲示場所〉 

・あいち三河農協（額田、宮崎、形埜、下山） 

・郵便局（額田、宮崎、形埜）  

・額田宮崎診療所 ・額田北部診療所 

・額田支所 、出張所（宮崎、形埜、下山）  

ご
意
見 

お
待
ち
し
て 

ま
す 

意見箱

第 3 回ワークショップでは、第２回の各グループでの〔まとめ〕を踏まえ、「それらを実現するために自

分たちには何ができるか」を中心に意見交換していく予定です。意見交換の中では、額田地域住民の多く

の方々が参加できるような実現行動案も出していきたいと思います。



 10

  
 
 

 
２月 2５日(日)、農村環境改善センターにおいて額田地域の将来像や土地利用のあ
り方などを考える『第３回 額田の地域づくりワークショップ』を開催しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

額田の地域づくりニュース 
発行日：平成 19 年３月９日 

第３号 

○ 概 要 ○ 
 

 今回は、これまでの意見交換の中で話題に出された施設や

道路、(仮称)額田インターチェンジ予定地などを現地で確認

し、その上でこれまでの意見交換の結果を踏まえ「自分たち

に何ができるか」について話し合いました。話し合いは第１

回で出された額田地域に関する３つの主題 

・「地域のためになる施設（ ぬ グループ）」 

・「一体感のある地域づくり（ か グループ）」 

・「自然環境への配慮（ た グループ）」 

のそれぞれについてグループに分かれて話し合いました。 

第４回ワークショップでは、第３回までの各グループで話し合ったことを踏まえ、「それらを実

現するために自分たちには何ができるか」についてさらに意見交換を行い、全体のまとめを行う

予定です。まとめの中では、額田地域の多くの方々が参加できるような実現行動案も出していき

たいと思います。 

○ グループごとの意見交換の結果 ○ 

 
＝ ぬグループ＝ 

○道路が整備されて、地域に

できること 

・きれいな道路を維持するた

めにも、地元でできる道路

の維持管理(清掃など)は地

元が分担する 

・見晴らしの良い場所に展望

台をつくり、地元でも盛り

上げる 

○優良企業に来てもらうた

めにすべきこと 

・地域の人と新しく額田にや

ってくる若い人との積極的

な交流を行う 
・地域に溶け込みやすい企業

を誘導する 

・特産品をＰＲ・活用するこ

とで額田の知名度をあげる 

・交通安全などに地域で協力

するなど住みやすい環境を

つくる 

・産直の建築材料(木材)など

を安く提供する 

＝ かグループ＝ ＝ たグループ＝ 
○『森の総合駅の運営』を

任されたら、したいこと 

・今でも来訪者はいるが、リ

ピーターを増やす努力をす

る 
・観光スポットなどの観光情

報を作成し配布する 
・ツーリングや健康増進など

に役立ち、来訪者が回って

みたくなるマップの作成を

行う 
・農林業体験や工作体験など

体験型活動を推進する 
・地元の農産物、林産物など

地場産品を販売する 
○地域内の往来しやすさを

確保するために必要なこと

・メインの道路は広いが、間

をつなぐ道路は狭いので広

くする 
・国道 473 号線は蛇行が多く

往来がしにくいのでトンネ

ルなどの整備を行う 

○住みやすい地域づくりの

ためにできること 

・地域から離れた人たちに、

なぜ離れたかを問うアンケ

ート調査を行う 
・移住を考えている人が必要

と考えることや課題などを

探るための情報収集を行う

○自然などの資源を活かす

ためにできること 

・農作業は効率だけを追求す

るのではなく、生きものの

ことも考えて行う 
・大楠や茅葺などの資源も活

用してＰＲを行う 
○歩道を確保するために考

えられること 

・現在の道路を拡幅するだけ

でなく、山沿いや川沿いな

どへの歩道の設置も考える

・歩道を連続的かつ安全に歩

くために、横断箇所には適

宜横断歩道も設置する 
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○ 第 3 回ワークショップ地域見学会の感想 ○
 

★ 地域文化について 

・残すべき文化や引き継ぐべき歴史がこんなに

あったということ、そのことを伝えていこう

としている人たちの活動に感激しました。 

・自分たちの努力で掘り起こし、楽しみながら

事を起こすことが大切です。 

・今からでも遅くない。力を入れましょう。 

・まだまだ、知らないことがあるはずです。そ

れを知りたいと思います。 
 

★ 地域内の道路のあり方について 

・幅員やカーブなど安全で快適な道路整備が重

要です。（ほとんどの人が記した感想です） 

・道路利用者のマナー向上が課題です。 
 

★ 地域開発について 

・開発は公共主体で進めるべきです。 

・公共ではうまくいきません。民間がやらない

と。 

・開発には自然との共生、森林資源の活用とい

う視点が必要です。 

・別荘だけではなく、地域に根付いた住み方を

してほしいと感じました。 
 

★ 森の駅について 

・額田の財産である森林資源を活用する拠点と

して重要な施設であることを実感しました。 

・もっとＰＲしてたくさんの人に来てもらえる

ようにしたいと思いました。 

・展示内容や売り物の工夫でどうしたらお客様

に来てもらえるかを考えたいと思いました。 

・場所がわかりにくく、人が集まりにくいと感

じました。 

○ 地域見学会の場所 ○ 

○今後のワークショップおよび意見の収集○ 
 

 ワークショップは平成 18 年度中にあと 1 回

開催を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「額田の地域づくりニュース」は、地域内の 13

箇所(下記参照)に掲示し、ご意見箱を設置し

て、みなさまからの意見を募集しています。 

（市のホームページでもご覧になれます） 

いただいた意見は、最終的にまとめられる

『額田地域のまちづくり方針(案)』の参考とし

ます。 

 

発行元：岡崎市役所都市計画課 二村・冨田 

TEL : ２３－６６９８  FAX : ２３－６５１４

E メール：toshikei@city.okazaki.aichi.jp 

URL:http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/k

a4510/ka000.htm 

※ 額田地域づくりワークショップおよびニ

ュースレターに関するご意見について

は、左記の都市計画課にご連絡いただく

か、最寄りのご意見箱までお願いします。

 現地確認では、まずセンターを出発し(地図中の①)、千万町の『茅

葺屋敷(②)』を訪れ、地域グループの「じさんじょの会」の方から茅

葺屋敷での取組について説明を受けました。その後、道路の状況を確

認しながら国道 473 号線を南下し、『森の総合駅(③)』で額田地域の自

然について学び、最後に『(仮称)額田インターチェンジ予定地(④)』を

見学しました。また途中、地域の貴重な文化財でもある『寺野の大楠』

も見学しました。 

■第１～３回（終了しました） 

 額田地域の現状についての意見交換や、

地域をより良くしていくためアイデアを

出し合いました。また主要な施設などの見

学を実施しました。 

■第４回 ワークショップ 3/30(金) 

 「額田地域の将来像」をまとめる 

〈額田の地域づくりニュース掲示場所〉 

・あいち三河農協（額田、宮崎、形埜、下山） 

・郵便局（額田、宮崎、形埜）  

・額田宮崎診療所 ・額田北部診療所 

・額田支所 、出張所（宮崎、形埜、下山）  

ご
意
見 

お
待
ち
し
て 

ま
す 

意見箱

１ 

２ 

４ ３ 
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３月３０日(金)、ぬかた会館において額田地域の将来像を考える『第４回 額田の
地域づくりワークショップ』を開催し全日程を終了しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 概 要 ○ 
 

 最終回となる今回は、これまでの意見交換の結果を踏ま

え、額田地域の将来の姿をイメージして言葉に表しました。

また、都市計画マスタープランへ反映するための「地域構造

図」について考えました。話し合いは第１回で出された額田

地域に関する３つの主題 

・「地域のためになる施設（ ぬ グループ）」 

・「一体感のある地域づくり（ か グループ）」 

・「自然環境への配慮（ た グループ）」 

のそれぞれについてグループに分かれて話し合いました。 

 

額田の地域づくりニュース 
発行日：平成 19 年４月 12 日 

第４号 

今後は、全４回のワークショップで話しあわれたことをとりまとめ、岡崎市都市計画マスタープ

ランへの反映を検討します。 

○ グループごとの意見交換の結果 ○ 

 
＝ ぬグループ＝ 

○IC 周辺には企業だけでな

く住宅も来て欲しい 

・学区・地域を維持していく

には定住者の増加が必要 

・工場、住宅が進出するには

地元の協力が必要 

・戸建住宅型、集合住宅型の

何れが良いかの検討が必要 

○額田全体の活性化が必要 

・IC 周辺は放っておいても

活性化する 
・その他の地域は交流人口を

増やす 
○額田・岡崎の一体化が重要 

・額田と岡崎が一体となった

都市構造を構築する 
・例えば、新岡崎市の大外環

状道路で額田と岡崎を一

体化 
・一体構造とすることで、旧

岡崎市民との交流を増やす 
 

〔将来像〕 

■ 歴史ある「額田」の響き

を残しながら一体化 

＝ かグループ＝ ＝ たグループ＝ 
○地域の基盤整備 

・南北線の太い軸が必要 
・県道 37、334、35 号を環状

とし、拠点をつないで活用

を図る 
・曲がった道もゆっくり走る

道として大切にする 
○地域の拠点整備 

・メインの道路へつながる道

も広くする 
・国道 473 号はトンネルなど

の整備を行う 
○額田の将来像に必要なキ

ーワード 

・健康、農・林業体験、森林、

静けさ、清らかさ、水、い

やし、豊かな生活、など 
 

〔将来像〕 

■ 「森川清汗/新鮮静感（し

ん・せん・せい・かん）

のまち 額田」 

（良い環境で汗を流し、気持

ちよさを感じよう！） 

○多くの人に来てもらおう 

・外から来た人たちに評価を

してもらい、よりよい場所

にする 
・名所やイベント情報をしっ

かりと伝える仕組みが必要

・施設等の案内役も育成する

・森の駅を中心に地域の人も

使う歩道を整備する 
○自然を考えた地域づくり 

・生きもののことを考えて、

必要な場所は改修する 
・額田の良さを多くの人に知

ってもらうきっかけにする

○子どもたちに地域の良さ

を伝える 

・自然の良さがわかるように

学校教育で教えていく 
・地域の歴史も学んでいく 
・外部の人に教えてもらうこ
とで、地域のよさを改めて
知る 

〔将来像〕 

■ あらゆる世代が一緒に住

めるまち 
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○ワークショップのまとめ ○ 
 

 ４回にわたるグループワークの結果をまとめ

ると、それぞれのグループで下記のようなまち

にしていきたいという思いが見えてきました。 
 
 ぬ グループ 

・働く場所と働く人が地域に根づき、共に暮

らしていけるまち 

 ～ ひとのつながり ～ 
 
 か グループ 

・地域の拠点とそれをつなぐ回廊で形成され

るまち 

・体験を通じて外とつながっているまち 

 ～ 拠点のつながり、外とのつながり ～ 
 
 た グループ 

・多世代が住めるまち 

・森の駅をつなぐ線づくりを契機にした、多

くの人を呼び込めるようなまち 

 ～ 地域の核のつながり、外とのつながり ～
 
 そして、それぞれのグループに共通するキー

ワードとして「つながり」という言葉が導き出

され、地域内・地域外との人と人のつながり、

施設と施設のつながりを大切にしながら地域づ

くりを進めていくことが重要だという結果にな

りました。 

 また、旧岡崎市も含めた岡崎市全体の大きな

つながり（ピンクの実線）と額田地域での小さ

なつながりからなる安全ピン構造を構築してい

くことが提言されました。 

 

 

 

 

 

※安全ピン構造について 

ここでのつながりとは交流連携を表す意味で用い

られています。旧岡崎市のつながりと額田地域のつ

ながりを生かしながら、それらの一体化（ピンクの

実線）を進めます。「安全ピン構造」はこの一体化に

よる交流連携の相乗効果を引き出す都市構造として

提言されました。 

○ ワークショップの感想 ○ 
 

 ワークショップの参加者からは、下記のよう

な感想が寄せられました。 

・数回の話し合いの結果として、より具体的な

案作りの方向にすすめたと思う。 

・次に機会があったら、ぜひ参加したい。 

・あまりにも問題が大きすぎ、今後の大きな課

題となる。 

・子供たちが大きくなって「住みたい」といえ

るように教育や地域の活動をやれたらいい。

・額田(ぬかた)の言葉はどこかで残したい。 

・これから岡崎市との垣根が取れた交流をし、

真の岡崎市民として生きたい。 

○ 意見の収集 ○ 
 

 今回で、全４回のワークショップは終了しま

した。今後は、ワークショップの結果及びみな

さまから寄せられた意見を参考にしながら、

『額田地域のまちづくり方針(案)』をまとめて

いきます。 

「額田の地域づくりニュース」は、４月 30 日

までの予定で地域内の 13 箇所(下記参照)に掲

示し、ご意見箱を設置して、みなさまからの意

見を募集しています。 

（市のホームページでもご覧になれます） 

 

発行元：岡崎市役所都市計画課 二村・冨田 

TEL : ２３－６６９８  FAX : ２３－６５１４

E メール：toshikei@city.okazaki.aichi.jp 

URL:http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/k

a4510/ka000.htm 

※ 額田地域づくりワークショップおよびニ

ュースレターに関するご意見について

は、左記の都市計画課にご連絡いただく

か、最寄りのご意見箱までお願いします。

〈額田の地域づくりニュース掲示場所〉 

・あいち三河農協（額田、宮崎、形埜、下山） 

・郵便局（額田、宮崎、形埜）  

・額田宮崎診療所 ・額田北部診療所 

・額田支所 、出張所（宮崎、形埜、下山）  
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