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第６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 11 月 19日 午後 2時～午後 4 時 40分  

 

２．開催場所 

市職員健保会館 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 

〃 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 

〃 木村 茂 市民公募 

〃 鈴木 常夫   〃 

〃 鈴木 廣   〃 

〃 林 加代子   〃 

（２）欠席委員      

委員 山田 晃 愛知県建設部建築担当局 建築指導課 課長補佐 

〃 伊藤 文雄 岡崎市社会福祉協議会長 

   

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 

 

６．議題等 

（１）報告事項 

①都市づくり夢懇談会（一般）の結果について 

②額田地域の都市計画に関する勉強会について 
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（２）協議事項 

①都市計画マスタープラン全体構想原案について 

 

７．議事 

（１）報告事項 

  ①都市づくり夢懇話会（一般）の結果について（当日配布資料１） 

事務局  ：報告事項①の説明 ―省略― 

 

委員   ： 都市づくり夢懇話会の参加者は 37名ということだが、額田地域にお住まい

の方も入っているのか。 

事務局  ： 額田地域の方も参加いただいております。 

委員   ： ２ページ目には「農薬の影響」や「土壌汚染」といったことも書かれている

が、これに関し何か具体的な話があったのか。 

事務局  ： 具体的にどこかで農薬の影響があるとか、土壌汚染があるということでなく

一般的な話として、自然環境を壊さないような配慮をしてほしいというのがご

意見の趣旨です。 

委員   ： 主に額田地域で出された意見か。それとも全域か。 

事務局  ： 全域を対象にした意見です。 

委員   ： 市民意識調査を実施したが、その結果と今回個別に出た意見は一致している

か。 

  ８ページの網掛けの部分は全体構想原案に反映していないということだが、

例えば「郷土愛をもった子どものいるまち」は５の「歴史文化を誇り、守り、

育て、伝えるまち」に含めることができると思う。 

  それから、「４つの大学と連携したまち」については大学までのバス路線が

あれば市民も大学へ行くことができ、市民開放講座や図書館の開放により交流

ができるとか、文教地区の指定をし、土地利用を図ることもできると思うがど

うか。 

事務局  ： 意識調査との比較をしておりませんので、定量的なお話はできません。それ

から、網掛けの部分について、全体構想原案へ反映できる部分は多々あるかと

思いますので、反映できる部分は対応していきます。 

委員長  ： 夢懇話会でのアイスブレークで「どの季節が好きですか」という話の中に、

都市マスに生かせるような回答やコメントはあったか。 

事務局  ： アイスブレークは参加者の気持ちを解きほぐすために行なったもので、話し

合いの記録はとっておりませんので、主な意見としては記述できていません。 

委員長  ： 四季の変化を感じることができる都市づくりは大切であると思う。岡崎の自

然豊かなところと結び付くのではないか。それから、４ページ目の「ことおこ

し」は市民が積極的に何かをやっていこう、ことをおこしていこうということ
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を伝えるのに良い言葉であるので大切にしていきたいと思う。 

  ８ページの教育という区分の「市の宝を子どもたちに伝えていくまち」とい

う将来像など、都市マスの中に何らかの形で文言化して取り入れていただくと

ありがたい。 

  あと、交通の問題については非常に厳しく、タクシーの値上げや公共バスの

撤退など課題が山積しているが、道路交通も含めて、都市マスのもう少し具体

的な部門のようなところで議論していただきたい。 

委員   ： ４ページの「ことおこし」の「し」に「資源の活用」という項目があるが、

木材も研究段階ではバイオ燃料的に活用ができる時代が来るかと思う。その活

用方法を市単位でも提案できたらいいと思う。 

委員長  ： 4 ページのさまざまなお宝を資源として新たに使うという「今まであるもの

の活用」は、非常に優れた表現だと思うので、都市計画マスタープランにぜひ

盛り込んでいただけたらと思う。 

 

②  額田地域の都市計画に関する勉強会について（当日配布資料２） 

事務局  ：報告事項②の説明 ―省略― 

 

委員   ： 資料３ページ区域指定のスケジュール（案）について「平成 22 年度までに

県が線引き総見直し」と書いてあるが、これでは県が線引き総見直しすると決

めていると読めてしまうので表現の配慮をお願いする。 

それと、26年度までに市街化区域を指定すると書いてあるが、指定するには

４ページに書いてある市街化区域の基準をクリアすることが前提にあること

をよく説明しておく必要がある。 

４ページの上から２つ目の市街化区域の四角に「概ね 10 年以内に都市的土

地利用を図る区域」として「①新市街地（県基準など）」と書いているが、こ

れは県の基準ではなくて、国の政省令の部分ではないか。 

事務局  ： 平成 22 年度までに県が線引き総見直しを行なうことは公表されているので

記載しました。 

第二東名の（仮称）額田インターチェンジの平成 26年の供用開始にあわせ

て、そのインターの影響を強く受ける５キロ圏内について、市街化区域と調整

区域の線引きの区分のある都市計画区域を設定したいということです。これが

もう決まっていると勘違いされないように、あくまでも案であることを強調し

て説明させていただきます。 

 ４ページの「新市街地（県基準など）」は確かに政省令で、将来人口 3,000

人以上、人口密度がヘクタール 40 人以上で 50ヘクタール以上のまとまりがあ

るところは既成市街地として市街化区域の指定ができるとありますが、３ペー

ジの（２）に書いてありますように、額田地域ではその要件を満たす地域はあ
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りません。ただ、例えば都市施設や地区計画、地区施設の整備や区画整理など

を条件に、この基準を満足する計画が具体的になった時点で市街化区域の設定

をしますというのが県の基準だったと思いますのであえて県基準と書きまし

た。 

委員   ： この資料だけで説明するのか。 

事務局  ： パワーポイントも使い、もう少し詳しく説明します。 

委員   ： 要望だが、事前配布資料の後ろに付けていただいたような用語集を付けてい

ただくと、もっと理解が進むと思う。 

事務局  ： できる限りそうしたいと思います。 

委員長  ： ３ページ目の「６．都市計画導入について」の図は一般論で書いてあるのか、

それとも額田を具体的にイメージしているのか、また現岡崎市全域なのか、旧

額田町なのか、よくわからない。平成 22 年度の丸の下は「都市計画区域のみ

拡大して、拡大範囲を全域市街化調整区域にするよ」と読まれかねない。さら

に、平成 26年度までに市街化区域を指定するのは、下の（２）の①の要件（市

街化区域の設定基準）を満たせないので、新市街地として整備計画をつくらな

くてはいけないと読まれかねない。平成 26年度以降で丸の外に出ている準都

市計画区域が額田地域になるのか。 

事務局  ： 勉強会では、パワーポイントでもう少し細かいものを示しながらご説明しま

す。3ページのイメージ図の実線はインター５キロ圏であることを口頭で説明

する予定でしたので、この部分がわかりづらいかと思います。 

委員長  ： インターチェンジ５キロ圏が現在市街化区域を設定しにくい中で、平成 22

年度までに都市計画区域のみを拡大し、拡大範囲全域を市街化調整区域とする

ということだが、計画的な市街地整備がないと調整区域のままであるというこ

とを理解してもらえるか。誤解されないよう注意が必要かと思う。 

  2 ページの県の方針②に「額田地域のまちづくり方針において」と書いてあ

るが、このまちづくり方針はこの都市計画マスタープランで策定するものなの

か、総計で定めるものなのか説明していただきたい。 

事務局  ： まちづくり方針は、少なくとも今ご議論いただいております都市計画のマス

タープランの中に位置づけられる必要があるかと思います。ただその方針は区

画整理の計画、もしくは地区計画の計画、それの具体化まで必要という解釈ま

であります。 

  私どもとしましては、都市計画マスタープランの地域別構想やそれをさらに

詳細に検討したものに基づいて、例えば街路のような都市施設や一部の公園が

都市計画決定して事業の目途がある程度立ったときに、計画的な市街地整備方

針が定められたと解釈したいと考えており、現在、県にはお願いしているとこ

ろです。 

  地形的に大々的に乱開発される可能性が低く、都市圧も大きくありません。
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それから、ものによっては多少の開発、都市計画区域外で行われるような開発

も、できれば呼び込みたいという思惑もあります。ですから、あまり事細かく

決めてしまうことは避けたいと考えております。できれば12用途ではなくて、

市街化区域の用途地域も４つぐらいの緩い考え方で、将来のまちづくりのあり

方として取りあえず開発を呼び込むような姿勢をとっておき、何年か先にもう

少し詳細に都市計画を検討し直すというやり方にしたいと思っており、そこが

少し県と違うところです。 

委員長  ： 額田地域のまちづくり方針は都市計画マスタープランの地区別計画で議論し、

既成市街地と呼べないので新市街地を議論しまとめていく。県の方針に従うと、

その計画整備方針が定められれば都市計画区域、それがちょっと難しいとなれ

ば準都市計画区域という選択肢になると考えればよいと思う。 

  都市マスの委員の方々は、これまでさまざまな勉強をしているが、一般市民

の方々はそういうところがわからないと思うので、わかりやすい資料づくりと

プレゼンテーションをお願いする。 

委員   ： 開発圧力はあまり高くなく、面整備がどうなるかはまだ不確定な場合、県の

方針にもあるが、準都市計画区域の指定という選択肢があると思う。 

  平成 22 年までに都市計画区域を拡大しようとすると、スケジュール的に大

変タイトなものになると思う。慌てて都市計画区域だけ指定してしまったけれ

ども、やはり市街化区域の設定は実現できなかったという心配がある。 

  それと、地区計画を定めるだけで、新市街地を設定した例はあまりないので、

今後さらに、検討、調整が必要ではないか。 

委員長  ： いずれにしても、来年度には都市計画マスタープランの案を定めなくてはな

らないし、それと前後して県も都市計画区域の見直しをしなければいけない。

新市街地であろうとなかろうと、額田地域にインターチェンジができることは

既定の事実ですし、開発の圧力がどういう形で来るか、想定はできるが必ずし

もはっきりしていない。一方、住民の方々の中には、開発に対する様々な意見

もある。さまざまな意見が勉強会で出てくると思うが、その状況は２月ぐらい

に予定している都市マスの委員会で報告があるかと思う。 

委員   ： 額田地域には限界集落の問題があると思うが、都市計画の中ではその辺の手

当てができるのか。 

  それから用途地域を４つぐらいにしてと言ったが、４つぐらいにしておくと

手当てがしやすいのかよくわからないので教えてほしい。 

事務局  ： 残念ながら、限界集落に対しては、都市計画でこうすれば大丈夫という手だ

てを講ずることができませんし、私どももそこまでの智恵を持っていません。 

  額田地域は、インター周辺、現在の支所周辺が核になっていますが、人にし

ろ、産業にしろ、文化にしろ、都市計画がこの地域からの流出を食い止めるダ

ムとしての役割を担ってほしいということです。そのためには、産業の誘致だ
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とか、住みやすいまちをつくるなど、新たな住民に来てもらえるようなことを

するべきであろうということもありまして、ここを都市計画区域にし、さらに

市街化区域の設定をして整備していきたいという考えです。それから、用途地

域を４種類ぐらいと申し上げましたが、ものすごく厳しい用途から緩い用途ま

で 12種類あります。この地域をそこまで細かく分けて、成り立つかどうかと

いうことを考えますと、現在に近いものの方が、いいのではないかと考えてお

ります。 

委員   ： 額田地域の住民は都市計画についてなじみがないので、説明会ではこれ以上

ないくらい噛み砕いたわかりやすい説明をしてもらわないと理解できないと

思う。「あまり厳しい都計の線引きがされてしまうと困る」という不安が大多

数だが、一方では「この際、都計で線引きされたら、財産価値が上がるかな」

という個人的な期待感もあり、両方が入り交じっている。これから実際に運用

していく段階になると、それが非常に難しい問題となってくる。 

事務局  ： 承知しました。できる限りわかりやすく、回数も今回だけではなくて、何度

もやりたいと思いますし、最終的には、個別の相談会みたいなものもできれば

と思います。ただ、都市計画区域で調整区域にして、果たしてその後、本当に

市街化区域が設定できるのかどうかというところは、私どもも不安を持ってい

ます。ひとえに地元の方々と私ども行政の協力にかかっていると思っています

ので、地元の方々にもご理解いただけるような説明ができたらと思います。 

委員   ： ５ページの都市計画区域外の効果と影響の説明は、都市計画区域外となる地

域への視点が抜けているような気がする。今回説明に行くところは、都市計画

区域外のところも入っているが、「こっちはまちがどんどん整備されていくけ

ど、こっちはどうなるの？」というところがある。都市計画ではないかもしれ

ないが拠点の整備、農村集落整備とか、ほかの施策も説明する必要がある。 

事務局  ： 確かにおっしゃるとおりです。 

  １ページの「土地利用規制状況」のところで、農振計画、森林計画があるこ

とをもう少し強調したいと思います。 

委員   ： 勉強会をされる会場はそれぞれ地域特性が違うので、全く同じような説明を

されるよりも、共通してお話をされるところとその地域特有のお話と分けたほ

うが誤解を招かないのかなという気がする。 

事務局  ： 承知しました。当面、都市計画区域外のところでは、総合計画や市として検

討しています水環境創造プランの話を少し加えまして、ご説明にしたいと思い

ます。 

委員   ： 都市計画で人口等の流出の防波堤を期待するのはいいと思うが、そういう裏

付けはあるのか。 

事務局  ： 裏付けは今のところないというのが正直なところです。若い人達が流出して

いるので、産業を呼び込めば若い人達がその地域に住めますのでそういう面が
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カバーできるのではないかという考えです。 

委員   ： 工業団地を開発して、工場がたくさんできて、雇用はすごく増えたが、近く

に住んでくれないという事例がある。ですから、ぜひセットで開発していただ

ければと思う。 

委員長  ： 勉強会をやるにあたって、たくさんの注意やアドバイスをいただいたので、

その点についてはご配慮をお願いする。インターチェンジ周辺とそうではない

ところ、限界集落といったさまざまな視点があると思う。勉強会にたくさんの

方においでいただいて、そのご意見を集約し、またこの会議にフィードバック

していただけたらと思う。 

  

（２）協議事項 

①都市計画マスタープラン全体構想原案について（資料１、参考資料） 

事務局  ：協議事項①の説明 ―省略― 

 

委員   ： ８ページの「土地利用のフレーム」のところだが、行政人口は増える傾向に

なっているが、少子化という社会現象の中で、果たしてこんなに増えていくの

か疑問だ。 

事務局  ： 人口フレーム等につきましては、総合計画も同じようなことをやっておりま

して、それを基に算出しております。 

委員   ： 先ほどの限界集落の話にも関係するが、市全体の人口も増えているのか。 

事務局  ： はい。 

委員   ： 例えば市街化区域に人口が増えるのであれば、過疎地からまちへ出ていくの

だなと思うが、行政人口全体が 10年後にこう増えていくという推計はちょっ

と理解できない。今の社会現象から見るといかがなものかという気がする。 

事務局  ： 国の人口問題研究所と同じような方法で推計しており、実際には平成 37年

をピークに減っていきますが、平成 32年までの段階では、岡崎市の場合、増

加するものと推計されています。 

委員   ： いずれにしてもこのデータが土地利用の基本ベースになる。これがぶれたら、

10年後にいろいろな無駄が出て計画がずれてしまう。 

事務局  ： 自然増だとか、社会的な移動、社会増減なども今までの傾向を基に推計して

いますが、この人口が将来の市街化区域の大きさや交通のベースとなりますの

で慎重に推計します。 

委員   ： ６ページの都市構造の図で、（仮称）額田インターも地域の拠点としてとら

えるべきではないか。 

       もう1つ、乙川と書いてあるが、途中から男川のほうに行ってしまっている。

岡崎は計画の中で自然や景観を大事に考えているので、乙川も青の破線で入れ

られたほうがよいと思う。 
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       それと、「市内相互や名古屋・三重、豊田・岐阜、豊橋・静岡方面」とある。

市の名前を表していて、三重だけが県名を表しているような感じがするので、

検討していただきたい。 

       最後に、「交通軸の育成」というのはどういう意味か教えていただきたい。 

事務局  ： 拠点についてはどういう表現をしたらいいだろうかと非常に苦慮しておりま

す。現在は、東岡崎駅、岡崎駅周辺の都心部と、急行以上の停車駅のうち商業

系用途が張り付いているところとして、矢作橋、美合、本宿の３カ所を挙げて

います。このほかに今、おっしゃったような額田地域をどう表現するのかとい

うこともありますし、交流拠点として、道の駅構想があります藤川をどう書く

のか、他にも、例えば北部や六ツ美は市街地をどう表現するのかなど、まだ解

決していない部分がたくさんあります。 

       親水交流軸につきましては、市の中心部を流れていて、市のイメージや景観、

自然環境の中心になっております矢作川と、岡崎せせらぎ回廊構想があります

乙川と上流の男川を中心に掲載させていただいております。分流してからの乙

川や、ほかの河川についてどういうふうに表現するのか、またはしないのか、

もう少し検討させていただきたいと思います。 

       それと、市の外側の交流連携を展開していくエリアの名称ですが、２つずつ

の前半は隣接市の名前もしくは名古屋市、後半は隣接した県の名前です。です

から、すべてが市を表しているものではございません。 

       また、「交通軸の育成」ですが、ちょっと用語を考えさえていただきます。 

委員   ： ７ページのところで「コンパクトでメリハリのある都市構造」とあるが、メ

リハリのある都市構造というのはどういうことか。 

事務局  ： 国土交通省などが言っております「選択と集中」をイメージして、「メリハ

リのある都市構造」という言い方をしています。 

委員   ： 気持ちはわかるし、意図するところもわかるが、メリハリというと別の意味

にとられかねないし、違和感があるので、少し言葉を考えていただけたらと思

う。 

事務局  ： 承知しました。 

委員   ： コンパクトなまち、選択と集中、拠点集約型のまちづくりとよく言われてい

て、その拠点と拠点の交通ネットワークが非常に大切だとされている。７ペー

ジの断面イメージに、交通ネットワークの概念を少し入れ込むように工夫して

いただきたい。 

事務局  ： 交通ネットワークも含めて、再検討させていただきます。 

委員   ： ２ページの「都市づくりの主要課題」の中で、一番下の「主体性・創意工夫

を活かした市民参加の促進」だけが「都市づくりの目標」に全然組み込まれて

いないように見えるが、どうしてか。 

それから、９ページの都市像３の基本方針１に「②地場産業等の良好な操業
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環境づくり」というのがあるが、「地場産業でも大きくなってきて、工場をつ

くりたい。本当は地元につくりたいけれども、企業団地は入れてくれない。税

制の優遇も何もない」と聞くので、地元の工場なども他からの産業と同じよう

な条件で工業団地に入れることも考えていただきたい。 

事務局  ： 都市づくりの原則は岡崎固有のものであって、それが前提で都市計画の目標

が設定されています。この原則は都市計画の施策として、こういうものをつく

るとか、こういうことをやるということではなくて、都市づくりの前提として

いるものだという考えですので入っていません。 

矢印につきましても、環境だとか、市民参加だとかは目標全部にいくであろ

うと思っていますが、特にその中でも要望等に結び付きの強いものに矢印を引

いておりますので、引いてないところがあると考えていただきたいと思います。   

それから、産業振興ですが、都市計画として、そういう企業の立地を応援し

たり、企業が立地することで住環境がそこなわれないような工夫をしたりする

ことに着目しています。 

２の地場産業では、本来は地場産業が立地し活動する土地利用を想定してい

たものが、産業構造が変わり、周辺の住宅地の環境面で負荷をかけている場合

は１つの方向として住居系の用途地域とし、なおかつ、工場を立地する場所を

用意し移転いただきたい。もう１つの方法は工場兼住宅である場合や周辺に迷

惑がかからない場合は特別用途地区や地区計画で工場の種類を限定し住宅環

境が損なわれず、工場も出ていかなくて済むようにしたいというのが目標とし

て掲げられています。 

委員   ： ２ページのほうで、下の２課題は全部に線を引きたいということだったと思

うが、だったら全部引いてしまうか、いっそのこと全部やめて、独立させてし

まうほうが納得できる。 

事務局  ： ５ページの絵のとおり、原則１が都市像のどこ、原則２が都市像のどことい

うことではなく、本当に全部の前提であり、かつ、都市像をつくっていく究極

の目標という意識です。原則２から「コンパクトで持続可能なまちづくり」を

主要課題としましたが、「市民参加の促進」と同じ色にするべきであったのか

など、つながりと表現方法はもう少し研究させてください。 

委員   ： ５、１５、１６ページから、市街地拡大を抑制することや「住宅地区の土地

利用」に「計画年度内に新たな拡大は行なわない」と記載されているが住宅地

商業地の拡大は行なわないとする方針なのか確認させていただきたい。また、

住居系、商業系はそうだけど、産業系は違うということで住居系は市街地拡大

しないという方針なのか教えていただきたい。 

  33 ページの都市計画道路の見直しで拡幅路線は拡幅検討路線、新規路線も新

規構想路線、廃止路線についても廃止予定路線とか言葉を足して表現したほう

が適当かと思う。 
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事務局  ： 市街地につきましては、市街化区域の見直しが都市計画マスタープランの策

定と並行して行われるわけですが、いたずらな拡大、不必要な拡大、拡大すべ

きでないところへの拡大、はしないという考え方は貫きたいと思っています。

拡大は行わないというのは、さらなる内部検討が必要と認識しておりますので、

ご指摘も踏まえ、少し検討させていただければと考えています。 

  それから、道路につきましても、その表現は多少変更させていただきますが、

基本的にこういう方向で記述したいと思います。 

  ただ、皆様もご承知のとおり、額田の下山地域のトヨタの開発構想の内容に、

廃止路線が大きな影響を受けます。本当に廃止してしまっていいのかどうかを

再検討する必要があるのではないかと思っております。 

委員   ： １ページのコンセプトですが、これは何に使うのか。 

事務局  ： 都市計画マスタープランを一言でわかりやすく表現し、市民の方に読んでみ

ようという思いを持っていただけるようなコンセプトをキャッチフレーズ的

に表に出したほうがいいであろうということです。 

委員   ： １ページの視点案１はこの都市マスが実現したときには、こんな姿になって

いるというのを良いキャッチフレーズで描きたいということで、視点案２は、

その姿勢とかを書きたいということだと思うが、視点案１、２は分けたほうが

いいのではないかと思う。市民のみなさんにはこういう姿勢をとってもらって、

目指す都市はこうだとわかるように、両方の視点を使用してはだめか。 

事務局  ： もちろん結構です。そういった考え方もありますし、全く関係なく、イメー

ジの言葉だけというのもあるかもしれません。これでなければいけないとは思

っていません。 

委員   ： 市民参加が非常に重要になってきている中で、視点案２は削れないと思うが、

視点案２だけだと、理解されないので、視点案１も必要だ。長くなく、魅力の

ある言葉になるよう検討していただきたい。 

委員   ： ８ページで産業フレームについて、速報値では、去年で既に平成 22 年の１

兆 5,000 億円を上回っている。先ほどの人口と同じように、増え続けるという

見方でいいのかどうかということも重要だが、実績値など可能な範囲で修正を

加えたほうがいい。 

  また、岡崎市はこれからも「西三河地域の広域拠点にふさわしい」という言

い方をしていく必要がある。出荷額等の数字だけでなく、歴史など、岡崎独自

のいいものがあるのだから、そういうことを表現できる言い回しにすればもっ

と魅力のある、豊かなまちに見えてくると思う。 

       次に 41ページの「地域資源を活かした観光交流の活性化」に北野廃寺が出

ているが、市街地の賑わいというテーマからすると、二十七曲、岡崎城、八丁

味噌等を項目として挙げたほうが現実に近いのではないか。 

  42 ページの「歩いて暮らせる都心づくり」は言葉としてはたびたび聞くがど
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うゆうことを目標にしたらよいかわからない。「まちバスの運行等により」と

あるが、それで歩いて暮らせる都心づくりができるのか。 

  それから、中心市街地を現実的に見れば、いい悪いは別にして、戸崎辺りに

今後さらなる集積が予想されるような報道もあるし、商業統計の数字を見ても、

圧倒的な開きがある。ですから、中心市街地にあまり大きく背伸びしたものを

求めても難しいだろう。歩いて暮らせる都心づくりとなると、その機能をどう

するかという中でまちバスにちょっと違和感がある。 

事務局  ： フレームについては再調整します。 

西三河の広域拠点ということについて、私どもは産業面や人口だけではなく、

歴史の重みでも広域拠点と言いたいと思っています。文化や歴史を大事にしな

がら、岡崎市のまちをどうしていくのかというマスタープランをつくっていき

たいという思いがあり、広域拠点という言葉は捨てたくないと考えています。 

「歩いて暮らせる都心」につきましても、なかなか具体的に書きづらいとこ

ろがありますが、まちバスの運行を大事にしていきたいということがあります。 

康生地区では新しく図書館交流プラザや、プロムナードの新設など、文化的

な拠点として整備を図っていこうという動きもあります。そういうものを中心

市街地に持ってくることによって、自動車に依存しなくてもいろいろなことが

できるまちづくりを心掛けていきたいと思います。今のご意見に従いまして、

歩いて暮らせる都心づくりについてもう少し書き込めればと思います。 

  それから、商業施設が中心市街地の康生から戸崎へ移りつつあることにつき

ましては、シビコやセルビといったところをどうしていくのか、どう活用して

いくのかということについても検討する必要があると考えています。 

委員   ： まちバスについてですが、これは都心をグルグル回るだけが目的ではなくて、

まちバスがあるが故に、まちまで車で来なくて済む。まちまで電車で来てもま

ち中を移動できなければ車で来ざるをえない。車が減少すれば、結果として、

歩行空間の整備ができる。ですから、まちバスの運行は歩いて暮らせる歩行空

間に貢献していると考えることができるかと思う。 

  現在はまちバスに乗っている人は少ないが、まちバスやコミュニティバス導

入に関しては、決して利用客を増やすことだけが目的ではないと思っている。

今回のまちバス導入の目的にも「まちづくり」というところがあったと思う。

実際、まちバスと商店街の連携が進んでいるし、商店街を中心にいろいろなコ

ミュニティが生まれている。これは非常に大きな効果で、これがさらに大きく

なっていけば、利用者も増えていくだろうと思う。 

委員   ： ６ページの右側の表、下から２つ目に「緑の共生軸」と表示してあるが、絵

を見ていても、そのイメージがわいてこない。都市内に緑をどうやって引き込

むかとか、そういった観点で軸を考えることはできないか。 

事務局  ： 地域別構想ではこの辺をもう少し詳しく記述できるのではないかと思ってい
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ます。例えば 13ページの「水と緑に親しめる空間づくり」の方針図には、公

園や緑地の配置もあわせて書いており、緑の共生軸は、岡崎中央総合公園や、

天神山緑地や、風致地区を結んでいまして、岡崎市の南側もそうですが、これ

が市街化区域とそれ以外の地域を分ける軸になっています。 

  市街地内の緑につきましては、もう少し大きな図面で見ていただきますと、

都市公園はもちろん、小河川や特に岡崎に多くあります寺社の緑、そういった

ものと連携しながら、緑の環境をつくっていくというふうになっております。

その辺は地域別構想の中で表現したいと思っております。 

委員   ： 43ページの岡崎駅周辺に関する記述の３行目の後段に「民間駐車場整備を誘

導します」とあるが、唐突な感じを受ける。「歩いて暮らせるまちづくり」を

主要テーマに掲げながら、岡崎駅周辺だけに民間駐車場整備を誘導していくの

は何かイメージがあるのか。 

事務局  ： 主に入ってくる人のことではなく、ここから出ていく人のことを考えたパー

クアンドライドのための駐車場です。例えば JRで通勤する場合、駅までの交

通手段として、車しかないような方には、駐車場に車を停めていただいて、そ

こから電車を利用していただく一助にならないかということです。 

委員   ： パークアンドライドなら、都心部に車を引き込むのは逆かなという気がする。

そこら辺をうまく整理していただかないと、都心部と位置づけるところに改め

て駐車場を整備する必要性に疑問が残るのではないか。 

委員   ： 主な施策の例にまちなか居住推進事業が 43ページと 19ページの２カ所に出

ている。人口フレームで人口が増えると想定されていることとも考えあわせる

と、まちなか居住はどういった人たちを対象に考えているのか。例えば、市外

から来る方かそれとも、岡崎市内の高齢の方に便利なマンションに住んでいた

だくことなどを考えているのか。 

事務局  ： 都心部の空洞化と言われておりますように、居住環境が悪いために、現在ま

ちなかに住んでいらっしゃる方が外に出ていってしまう。その対策として、そ

こに居続けていただくというのが１つの大きなポイントです。 

委員   ： 都心部、特にまちなかに定住していただくとか、移動してきていただくとい

うのも大事だとは思う。ただ、そのほかの地域、額田地域の不便なところでの

定住のバランスも考えていただきたいと思う。 

  また、当日配布資料１「都市づくり夢懇話会の結果について」に、若い人た

ちに特徴的な意見として、賑わいがあるとか、遊び場があるとか、就業機会と

か、そういったものが出されているのを拝見すると、歴史や文化を重視するの

も大切だが、こういう意見を含めて考えないとなかなか定住していただけない

と思う。 

事務局  ： そういった視点でもう一度見直してみます。 

委員   ： ７ページの図面で、コンパクトでメリハリのある都市構造を目指すというこ
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とで、都心部にビルが集中してまとまるという絵だが、個性ある都市を目指す

というのと違い、どこにでもあるような絵だと思う。 

  ビルを造るのがはやりみたいになっているが、ゆとりのある岡崎市らしい都

心づくりというか、そういうことに配慮した絵があったらと思う。一般の人は

絵からイメージする部分が非常に大きいと思うので、もうちょっと違う、個性

的なオンリーワンになじむ絵にならないか。 

事務局  ： この絵の表現には大変苦心しており、なかなか思いが表現しきれないところ

があります。もう少し検討したいと思います。 

委員長  ： 今日いただいたたくさんの発言について簡単にまとめる。 

  まず人口フレームのようなところのデータの根拠や表現の仕方、あるいは、

文言、言葉の適正な使用を検討してほしい。 

  現在策定中の総合計画の概念を受ける形で都市計画マスタープランのビジ

ョンやコンセプトをたてていかなければならないので整合させる必要がある。 

総合計画の将来都市像が未定であるが、次回、コンセプトの原案を幾つか出し

たいと思う。視点案１か、２か、両方ミックスなのか、総合計画とどう差が出

るのか、あるいは総合計画を受けてどうなのかという議論をしたいと思う。２

月に予定している次回委員会の主要な論点になろうかと思うので、よろしくお

願いする。 

  ９ページ以降で、細かなものについては、さまざまな担当部課との調整会議

の中で出てきたものもあり、事業化できそうなものとか、今後したいものとか

がミックスされている。委員の皆さんには専門の視点から、ここはこういう表

現がいいとか、ここは足りないとか、これまでにないマスタープランを作ろう

という意気込みが伝わってくるので、ぜひ個別にでも事務局にアドバイスして

ほしい。 

       新しい個別事業を記載しまとめるだけの都市計画マスタープランではない

ことは委員全員承知している。都市計画マスタープランは都市圧力や都市ユニ

ット、都市活動にどうしても重点がおかれる。その時に人口は壮年者、健常者

となるが、自然増は減り、社会増の大半は外国人ということになり、そういっ

た視点も必要となる。あと、雇用者の視点やバリアフリーも当然だが、マスタ

ープラン策定委員会の中で皆さんが特に主眼をおきたいと聞こえてくるのは、

やはり子どもたちで、岡崎の未来を担っていく子どもたちにどう都市計画が寄

与できるか、あるいは子どもたちにも参加していただけるかという視点が重要

だ。同時に、先ほど限界集落等の話もあったが、やはり高齢者も都市まで来て、

都市を十分に楽しんでいただく。一方で、交通的限界集落は市街地内にもたく

さんある。交通手段を持ち得ない人たちについてもぜひ配慮していけたらいい

かと思う。 

  それから、緑のネットワークや水との共生ということ。旧岡崎市、旧額田町
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が一体となったということで、額田に対しては当然ながら、旧岡崎市の市街化

調整区域や市街化区域内の未利用地と関連させながら、このことについて、も

う少し書けるといいのかなと思う。まちなか居住は誰がどういう形で、住み替

えを促進するのか、社会増を受け入れるのか、あるいは、地域の限界集落の方々

にどう住み続けていただくのかといった問題もある。 

  この都市計画マスタープランの前提として、今あるものをきちっと守って育

てて使っていくことがメインなので、既に開発されている既成市街地の整序と

歴史的なものの守り方といったところを視点にしていけたらと思う。 

  コンセプトを含めて、基本構想についても矢印をどう結ぶかとか、表現、文

言について事務局と相談し、次回お諮りしたいと思うので、たくさんの意見を

事務局にお寄せいただけたらと思う。 

  将来都市構造と書いているが、総計でも都市像を絵で書こうとすると、基本

的に同じことが違う視点で書かれるというようなこともあるので、また調整さ

せていただきたい。 

  

 

以上 


