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第５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 8月 7日 午後 2時～午後 4時 30分  

 

２．開催場所 

コミュニティサテライトオフィス（松坂屋６階） 

 

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 

加藤副市長、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都市づくり夢懇話会の結果について 
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（２）協議事項 

①都市づくりの基本的な考え方とその方針について 

②額田地域の都市計画導入について 

 

７．議事 

（１）報告事項 

①都市づくり夢懇話会の結果について（当日配布資料） 

事務局  ：報告事項①の説明 ―省略― 

 

委員   ： 都市づくり夢懇話会はマスタープランや都市計画の中でどういう位置づけか。 
委員長  ： 都市計画マスタープラン策定に市民の声を取り上げる手段の１つとして、都

市づくり夢懇話会で高校生という若い世代にも意見意向を聞くということで

す。  
委員   ： 高校生の住み続けたい理由と住み続けたくない理由に、就職先が多いという

のと就職先が少ないというように、相反するものが同時に存在しており、矛盾

があるが、そのあたりはどのように計画に盛り込むのか。  
事務局  ： グループの構成メンバーによって考え方が違いますし、例えば就職先や進学

先にしても、自分の思い描いているところが市内に有るのか無いのかというこ

とでも答えが違ってくるかと思います。  
  この結果をどう取り扱うかということですが、今月末に予定している一般の

方々を対象とした都市づくり夢懇話会の結果とあわせて検討していきたいと

思っております。  
委員   ： ４ページに道路が未整備だとか、交通量が多いという意見が書かれています。

もし具体的な場所がわかっていれば教えていただきたい。  
事務局  ： あくまでも一般論です。特定の場所について、この路線はどうだという話は

ありませんでした。  
委員   ： このような機会に市の取り組みや施策を説明していくと、ＰＲ効果や高校生

に対する教育的効果があると思うが、市にはこのような計画があるといった紹

介、ＰＲをしたのか。また、高校生同士で話し合う中で、自分だけではそれま

で気がつかなかった岡崎の良いところを新たに発見したというようなことも

あったのか。  
事務局  ： 市の個々の政策は説明しませんでしたが、都市計画のマスタープランをなぜ

作っているのか、どういうスケジュールでやっているのかといったことは説明

しました。新たな発見についてですが、私どもは例えば大規模集客施設とか、

用途地域においては商業地域・近隣商業地域の配置をどうしていくのかとか、

いわば規制誘導の都市計画レベルでしか考えていなかったのですが、高校生は

康生地区が名古屋の大須のようになれば良いなど、質として店舗などをとらえ
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ようとしています。そして、自然が良いとか、周りの人たちとのつながりを大

事にしたいので、まちに残りたいとか、私たちが思っていた以上に、自分のま

ちに愛着を持った考え方を持っていることがわかりました。  
委員   ： 今後も高校生や一般の方に対する懇話会を継続される予定はあるか。参加者

が増えれば、もっといろいろな意見が聞けるし、若い人にも一般の方にも都市

計画マスタープランについて考えていただく機会として非常に有益だと思う。 
事務局  ： 夢懇話会としては、この高校生対象の２回と今月末に一般対象に行います１

回の計３回を考えております。この後、地域別懇談会やシンポジウムを開催し

ますし、この委員会報告を兼ねたまちづくり瓦版の発行もしております。市内

の主だったところに拡大版を掲示するとともに、意見箱も設置しています。皆

さんに周知を図って、マスタープランや都市計画に興味を持っていただくとと

もに、その意見箱を通じて、いろいろな質問にお答えできる機会を設けていき

たいと考えております。  
委員   ： これからの世の中は、医療や保険、福祉を抜きにしたまちづくりは考えられ

ないと思うが、そのような意見は全く出ていない。話し合いには出たかもしれ

ないがそのように感じた。  
事務局  ： 話し合いの中に福祉や医療についてのご意見は出ていないと記憶しておりま

す。数が少ないので抜け落ちたということではありません。おっしゃるとおり、

そういうものを抜きにしたまちづくりは考えられませんので、私どもで配慮さ

せていただきながら、これからの都市マスを作ってまいりたいと思います。  
委員長  ： 高校生の住み続けたい理由、住み続けたくない理由の数を見ると住み続けた

い理由が多く、ある意味安心した。  
今後も、市民の都市計画マスタープランへの理解を深めていただき、そして、

さまざまな年齢層、さまざまな地域の市民の声をいろいろな手法を用いて吸い

上げていただきたい。  
 
（２）協議事項 

①都市づくりの基本的な考え方とその方針について（資料１） 

事務局  ：協議事項①の説明 ―省略― 

 
委員   ： 市民によるまちづくりがこの原則①の中で出ているが、具体的にはどういっ

たものを指しているのか。特に都市計画マスタープランとの関連で説明してい

ただきたい。  
事務局  ： 例えば、働くとか、まちへ出掛けて買い物をするとか、NPO のようないわ

ゆるまちづくり活動といわれるもの、それから、個人でまちを歩いたり、庭先

をお掃除したりなど、大きなところから小さなところまで、すべてがまちづく

り活動になるのではないかという認識に立っています。そして、そういうもの
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と行政などが用意します都市基盤や企業活動が一緒になってまちが成立する

という考え方です。ですから、都市計画マスタープランの中で、まちづくり活

動について具体的な定義はしませんが、まちはそこに暮らす人たちが使って初

めて成り立つものだということをご理解いただけるような表現にしたいと考

えております。  
委員   ： まちづくり活動は非常に範囲が広いので具体的に書いていただきたい。  

都市活動の担い手として「企業も含めた市民」と書かれているが、一般市民

と企業の企業市民としての人たちを含めた活動ということか。もし企業を含め

るのであれば都市計画マスタープランの中で、どのように位置づけるのか。  
事務局  ： 一般市民と企業の企業市民としての人たちを含めた活動と考えております。

次回までに、企業市民も市民、NPOのような団体の活動を支えている人たちも

市民、ということでの皆さんの役割、行政の役割をもう少し書き込まなければ

いけないと思っています。 

委員   ： 資料の２ページのところ、まちづくりの原則は、都市計画の分野だけでなく

市民意識の問題や制度にもかかわってくるということだが、計画全体から見る

と、その辺の分野はどうかかわってくるのか。  
事務局  ： 第４回では、原則は目指すべき将来像であるとともに将来像の実現に向けて

の不可欠な前提としておりましたので、都市像と原則の違いがわかりにくいと

いうことでした。原則は岡崎の持っている固有のものであって、そこから都市

像というかたちで実現されていくという考え方です。ですから、都市計画の施

策として直接展開すべきものではないけれども、都市像を実現するために必要

不可欠な考え方であるという説明でご理解をいただければと考えています。  
委員   ： 協働の定義について都市計画以外の部署での定義と整合しているのか。  
  それから、企業と市民を区別しているが、あえて企業と書くと企業と一般市

民と対立させてどうするのかという問題がここに含まれてしまうので、あまり

そういう表現はしないほうが良いのではないか。  
事務局  ： 都市を構成する主体としまして、企業と市民をあえて別々にしてありますの

は、一般に都市活動や都市でのいろいろなつながりの枠組みの外にあるという

企業の認識を改めていただきたいという思いがあります。また協働についてで

すが、調整は取らせていただきますが、ここではもっと広い意味でとらえたい

と思っておりますので、都市計画マスタープランの中で企業や住民をとりあげ

ることと、協働参画という意味あいでの協働とは必ずしもイコールになるとお

約束はできないと思います。  
委員   ： 原則①は当然必要なことだが、市民に都市づくりをここまでお願いしていく

のか。逆にいえば行政の役割が見えにくくなっている。  
  市民参画は非常に重要で、市民と協働で計画を進めることは不可欠だが、す

べてをそういう形で行なった場合、全市的に見て必ずしも良い結果になるとは
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限らない。防災機能や全市的な道路ネットワーク、広域的なネットワークには

行政の判断も必要だと思う。市民参画は非常に良いことだが、市民参画と行政

の役割の仕分けはどこかでしておかないといけないのではないか。  
事務局  ： 構成を部門別の施策から、都市計画施策、関連施策と変えたため、わかりに

くくなっていると思います。ただ、今後、地域別計画に移りますと図柄にてそ

の地域の都市計画がはっきりしてくると思いますので、もう少ししっかり定ま

った方向図がでれば行政のすることが理解されやすくなると思います。  
市民意識調査の中で、分野にもよりますが、まちに対する満足度が高く出た

ことを受けて、これからは財政上の話だとか、環境へのかかわりを考えまして、

「これをつくります。」「あれをつくります。」ではなくて、「これまでこういう

ものができています。足りないものはこういうものではありますが、できてい

るものをうまく使っていただきたい。これからは、その使い方を見ながら、維

持管理方法をどうするか考えていきます。」というような、これまでと少し違

う方向の市民が主体となった都市づくりとして書いていきましょうという合

意があったかと思います。それの表現としてこのようになっています。  
  ただ、ご指摘のとおり、わかりにくい部分があるかと思いますので、もう少

し書き足していきたいと思います。  
委員   ： 基本的には市民の方々にご協力いただきながら都市を造っていくと思うが、

多分、市民主導で都市は造れないと思う。地区レベルのまちづくりは市民の

方々主導でやっていただけるようにしたいと思うが、都市全体を見た場合には

基本的に難しいと思う。このため、原則①の表現はちょっと書きすぎかなとい

う感じがする。  
委員   ： 市民の立場からはそんなふうに言われたくない。市民主導でと言ってもらっ

たほうが気持ちよく働けるというのがある。地域のことは自分がよくわかって

いるから、それを積み上げていって、総合的なものは行政が調整するというの

であれば納得できる。将来的には都市計画の権限を市民に下ろしてもらい、こ

れからの社会を担っていかなくてはいけないと思っている。  
事務局  ： どちらが主導ということではなく、市民との協働で将来像を考えながら行政

がある程度その姿を示し、それに対してご意見いただいたり、修正したりして

具体的なまちづくりを進めていくということです。今までは、行政が一方的に

「これは行政の仕事だから、皆さんはそれに従ってください。」という一面が

あったかと思いますが、そうではなく、「行政も市民の皆さんも一緒になって

まちづくりをしていくんだよ。」という方向への転換だという表現に変えさせ

ていただきます。  
事務局  ： 都市計画は大きな意味のまちづくりで、いろいろなレベルがあります。都市

の根幹的な施設や基盤施設などの決定では、ある程度行政が主導していかなく

てはいけない部分があります。今回ご議論いただいていますのは、都市計画マ
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スタープランでありまして、市民の皆様方に近いところでの計画策定になりま

す。行政と市民の方々が対等な立場で、どういった計画策定を進めていくかと、

そういうことが主に議論になるのではないかと思います。  
委員   ： ６ページ以降の図面には、（仮称）額田インター周辺を検討地域ということ

ですべて表現されているが、今後どのように考えていくのか。  
  それから、４ページだが、考え方として、基本方針、取り組みの方向、施策

という並べ方をしているが、取り組みの方向という言葉があるだけで、どうい

うふうに取り組んでいくかという方向性が示されていないように感じる。ある

程度具体的に表現したらどうか。  
  もう１点。11 ページの図面を見ると、基盤施設の整備促進（排水施設）とな

っているが、排水施設といいながら、どちらかというと下水の計画が示されて

いるだけで、水害対策には触れられていない。一般雨水の排水対策も取り入れ

たらどうかと思う。  
事務局  ： 額田地域につきましては、この後ご説明いたします「額田地域の都市計画導

入について」で実際の手続きを進めていくようになればと思っております。  
  それから、取り組みの方向につきましては、展開する施策をもう少し整理し

まして、それにマッチするように、基本方針にありますような形式で詳細を書

いていきたいと思っております。  
  防災については記述してありますので、例えば河川の排水計画といったもの

とあわせて調整をとらせていただいて、表現できるものは表現していきたいと

思っております。  
委員   ： 行政主導と住民主導だが、住民の方に一生懸命になってもらわないといけな

いというのであれば、作成された書面が住民の方に理解されなくてはいけない。

その前提として、行政用語を極力排除して、文字を少なくし、できるだけ見や

すい皆さんに親しまれる内容にまとめてもらいたいと思う。  
  それから、商工会議所が 13 年後のビジョンを出しました。非常に立派なも

のです。一方ではそういうものがあり、一方ではこちらでこういうものを作る。

商工会議所が作られたものとの整合性を図っているのか。２通りの方針ができ

たら住民はどちらに沿ったら良いか戸惑うと思う。 
事務局  ： 理解されやすいようにというお話につきましては、前回もご指摘をいただい

ておりますので、十分に努力し、最後までには用語の解説も含めて、わかりや

すいものを心がけていきたいと思います。  
  それから、商工会議所が出された「岡崎 2020 ビジョン」は総合計画へのご

提言だと思ってはおりますが、都市計画部門につきましては参考にさせていた

だき、計画づくりの資料とさせていただきたいと思っております。  
委員長  ： 皆様からの意見を踏まえ、表記が少しわかりにくい部分、抜けている部分が

あるので修正をお願いしたい。  
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       ２ページの図の原則①、②に「岡崎」という言葉が抜けている。  
原則①、②は今の岡崎に対する評価と課題を整理して出ており、そういう意

味で１ページの都市づくりの主要課題と都市像が結び付くための原則という

ことで、必ずしも都市像という目標ではなく、現在に対する評価の視点を含め

て書いていただきたい。市民意識調査では岡崎は住みやすいという満足度の高

い評価をいただいているので、このことを都市計画マスタープランに書いてい

ただきたい。  
それから、３ページ以降にある「取り組みの方向」と１ページ左上の「都市

づくりの基本方向」という同じ「方向」という言葉が出てきているが、意味合

いが少し違うので整理していただきたい。  
また、３ページの都市像①、②、③に「快適定住都市」、「連携交流都市」、「活

力創造都市」という言葉が抜けている。この言葉があったほうが基本方針をよ

り理解しやすいので追記していただきたい。  
今回の都市計画マスタープランについては基本的に４つの大きなパラダイ

ムシフトがあるかと思う。  
  １点目は、今まで行政主導、行政主体の都市計画であったものを、市民が主

体であるけれども行政が主導するような形のマスタープランに変えていくと

いう点で、これは私は評価できると思う。  
  ２点目は、マスタープランは従来、地域別の事業、部門別の事業を羅列し、

その整合性をとることに終始しているような面があったが、今回の場合は、部

門別あるいは地域別のテーマに対して岡崎市として都市全体をどうするかと

いうことがかなり強調されて書かれている点で非常に新しいやり方であり、マ

スタープランとしてかなり画期的なやり方として評価していいと思う。  
  ３点目は、岡崎市は自然が豊かであり、中核都市として歴史もあり、住みや

すい場所だというように皆さんの満足度の高い都市であるところから、従来の

ように開発オンリーの志向ではなくて、２ページ目の「“つくる”から“つか

い守り育てる”都市への転換」と書いてあるように、今ある資源をきちんと評

価するというスタンスを取っている点で、新しいマスタープランの方向性はか

なり進歩していると思う。  
  ４点目は、こういう都市像や原則は、ある意味、目標とかイメージにすぎず、

実体性がないように思われるかもしれないが、すべての具体的な都市施策をこ

の都市像や原則に基づいて行政、市民がチェックするという意味で、単なる文

言に終わらないように位置づけたということである。  
  この４点が今回の都市計画マスタープランが従来とは大きく変わった点と

思っている。  
 

②額田地域の都市計画導入について（資料 2） 
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事務局  ：協議事項①の説明 ―省略―  
 
委員   ： ５キロ圏内を都市計画検討区域にしていくというのが果たして適切かどうか

という気がする。インターの整備後、どれぐらいの距離のところで開発が行わ

れているかというデータはないのか。  
事務局  ： 愛知県の新しい都市計画の枠組み構築に関する委員会の中で、愛知県から岐

阜県に行きます東海環状自動車道のインター周辺の立地状況を示す資料があ

り、おおむね５キロ圏域内で企業立地が進んでいます。そういう事例から大体

５キロ圏域としました。  
  また、２ページの市街地度と市街化進行度はインターの整備の有無とは関係

なく、額田地域の地形とか、現在の道路の状況から評価したものです。これで

いきますと、先ほどご説明しましたインター周辺の４町（桜井寺、樫山、牧平、

鹿勝川）から奥のほうは、市街地度や市街地進行度が極端に低いと評価される

ことから、あまり広く規制をかける必要がないと判断されます。  
  そういうことで、この４つの町とそれに隣接する下衣文で都市計画区域を、

それから、夏山、片寄、細光辺りにつきましては準都市計画区域を検討する必

要があり、大体この５キロ圏内で考えれば十分であろうと考えました。  
委員   ： 市街化区域設定に関する政省令の要件、50 ヘクタール以上の面積で、１ヘク

タールあたり 40 人以上の人口密度で、3,000 人以上の人口という説明があった

が、３ページのエリアの人口や人口密度データを見ると、政省令の基準に達し

ていない。そうすると、市街化区域を前提とした調整というのはハードルが高

いような気がする。こういう資料を出すと、ここは市街化区域になりそうだと

いう予見を与えてしまうので慎重な表現をしていただきたい。  
事務局  ： 今の段階では、都市計画区域をここで線を引きますとはまだ申し上げられな

い状況にあります。準都市計画区域につきましては、町単位ではなくて、もう

少し小さな単位で考えていくことになるかと思います。  
  それから、予見を与えないようにということは、十分注意してやっていきた

いと思います。今後、住民の皆さんにお示しする段階では、市としてはここを

市街化区域に設定したい、ここを整備するべきだというように、例えば区画整

理だとか、地区計画だとか、その他の整備手法でもって都市的な整備が必要な

エリアだとかを示していかなくては、ご意見もいただけないと考えております。 
  政省令の基準につきましては、確かに守るべき数字だと思っておりますが、

都市計画の運用基準の中で、まずそこが都市的な土地利用を総合的一体的にや

っていかなくてはならないエリアであるかという質の問題を重視し、県や国に

対しては、これまでの基準のままではなく、平成の大合併、人口の流れ、過疎

化、そういうことも含めて少し見直していただけないかというご相談をかけな

がら検討したいと思っております。  
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委員   ： 都市計画区域の指定、もしくは、準都市計画区域の指定というのは、現在の

ところそれほどはっきりと決まっているわけではなく、検討中であると理解し

てよろしいか。  
事務局  ： この範囲で決定するということではありません。市街化区域で開発ができる

ところと調整区域で抑えられてしまうところとでは、ある人から言えば天と地

ほどの差が出てくるでしょうから、住民の皆さん、地権者の皆さんのご意見を

いただきながらでなくては決められないと思っております。  
委員   ： インターの５キロの中には旧岡崎市のエリアも含まれているが、旧岡崎市の

エリアも検討するのか。  
事務局  ： 市街化区域の拡大について、額田地域が対象になると思いますが、インター

の影響は旧岡崎市の本宿地域等では当然受けるだろうと思っております。  
  ただ、本宿と（仮称）額田インターの対象としています旧額田町役場の周り

の集落との間は山が多くて、開発可能地も少ない状況でございますので、市街

化区域を設定するエリアとして今回の方針の中には含めておりません。また、

現状を見る限りでは、政省令の要件を満たし、市街化区域の設定ができるよう

な場所はないと考えております。  
  ただ、平成 22 年度を目途に、県が市街化区域と市街化調整区域の区域区分

の総見直しを予定しておりまして、その中で、本宿及びその周辺で市街地の拡

大をすべき場所があるのかどうかについて、市全域の調査と一緒に調べていき

たいと思っております。  
委員   ： 説明の中に準都市計画区域を検討するという言葉があったと思うが、それに

関して具体的な話を聞かせて欲しい。都市計画区域あるいは市街化区域はある

程度検討されていると思うが、準都市計画区域はどうなのか。  
事務局  ： インターから５キロ圏内で、土地利用の混乱が起きやすい範囲として、先ほ

どの４つの町（桜井寺、樫山、牧平、鹿勝川）と下衣文が都市計画の検討の対

象であると申し上げましたが、例えば市街化区域が設定しにくい桜井寺、鹿勝

川などについては準都市計画もあり得るのかなと考えております。  
  それから、その４つの町の周辺にあります夏山、片寄、細光は、地区の集落

を中心に準都市計画が必要であるかもしれないと考えておりますが、インター

の供用開始である平成 26 年に向けて、まず都市計画区域の指定の作業が終わ

ったときに、様子を見ながら順次考えていきたいと思っております。  
委員長  ： 都市計画導入については、主としてこれまでの市街化率、あるいは、市街化

進行度評価から、（仮称）額田インター供用開始後の開発圧力をどう読むかと

いうことが非常に大きな要因になるかと思う。 

 

以上 


