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１ 夢懇話会（一般）の結果 

（１）開催概要 

① 目的 

今後の岡崎市について、土地をどのように利用していくのか、道路や公園などの

都市施設をどのように整備していくのかなど、市民のみなさんから自由な発想で都

市づくりの提案やアイデアをいただくための話し合いとします。 
都市づくり夢懇話会でのご意見等は、現在策定中の「岡崎市都市計画マスタープ

ラン」の参考とします。 
 
② 参加者及び日時 

参加者 ３７名（男３２名 女５名） 
日  時 平成１９年８月２５日（土）１３：３０～１６：３０ 
会  場 シビックセンター 

 
③ プログラム 

＜全体会＞  
・アイスブレーク（「岡崎市の四季で、どの季節が好きですか？」で４グループに分

かれて交流） 
＜グループ懇話＞  
・「ここが気になるよ、岡崎市」（参加者の自己紹介も含む） 
・「なったらいいな、こんな岡崎市」 
＜全体会＞  
・グループ発表 
・全体懇話 
・全体意見の傾向まとめ 
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（２）夢懇話会結果 

① 今一番気になること(問題・課題・良いところ など) 

－「ここが気になるよ、岡崎市」－ 

区分は、出された意見を基に分類したものです。 
区 分 主な意見 

1.自然環境 ・豊かな自然がある 
・自然とともに生きる暮らしを実現したい 
・農薬の影響により生き物が減少している 
・土壌汚染が心配 

2.教育 ・子どもの目の輝きを取り戻したい 
3.安全･安心 ・まちのネットワークが不足している（周りにどんな人が住

んでいるかわからない） 
・となりの家の住人を知らないのが問題 

4.コミュニティ ・町内会に入っていない人が増加 
・マンション住民との関係が希薄 
・市から住民への情報提供量が少ない 

5.歴史・文化 ・神社仏閣を活用すべき 
6.交通 ・バスの便数が少ない 

・バスルートが不十分 
・駅が不便 
・交通渋滞が多く不便 
・道路網が不足 
・高齢者の移動にも配慮すべき 

7.活性化 ・来訪客の宿泊･消費の促進 
・都市計画法の規制があり、自由にならない 
・子ども達をまきこんだイベントが必要 
・学生達との話し合いの場がほしい 
・エネルギーのあるリーダーが必要 
・資本投資の方法を工夫すべき 

8.中心市街地 ・康生地区の再生が必要 
・中心市街地の空洞化が進んでいる 
・まちの景観にセンスがない 

9.文化・スポーツ・ 

教養施設 

・文化･教養施設までの交通手段が必要 

10.医療・福祉 ・予防医学を重視すべき 
・医療費をもっと下げるべき 
・子どもの遊び場が不足 
・子どもだけで遊ばなくなった 
・公共施設の配置が偏っている 

11.その他 ・ゴミの出し方でルールを守らない 
・外国人との共存のため、外国人にルールを教育すべき 
・環境保全への積極的な取組みが必要 
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② 岡崎市の望ましい将来像－「なったらいいな、こんな岡崎市」－ 

区分は、出された意見をもとに分類したものです。 
区分 将来像 

1.自然環境 ・自然の中で子どもが遊べるまち 
・河川景観を活かしたまち 

2.教育 ・子ども同士、親同士の交流の場が充実したまち 
・子どもがものづくりを体験できる施設があるまち 
・４つの大学と連携したまち 
・郷土愛をもった子どものいるまち 
・市の宝を子ども達に伝えていくまち 

3.安全･安心 ・交通事故の少ないまち 
・犯罪の少ないまち 
・子どもが安心して遊べるまち 
・子どもへの声かけ隊がいるまち 
・マナー・モラルのあるまち 

4.コミュニティ ・コミュニケーションを図るための場所があるまち 
・隣近所のコミュニケーションがあるまち 
・地域内での相互の助け合いがあるまち 
・世代間交流促進のまち 
・外国人との交流促進のまち 

5.歴史・文化 ・オンリーワンの誇り得るまち 
・市民が歴史･文化をよく知っているまち 
・歴史文化を誇り、守り、育て、伝えるまち 

6.交通 ・車に頼らず歩けるまち 
・高齢者や学生の交通手段が確保されたまち 

7.活性化 ・人任せでなく自ら考えられる市民が集うまち 
・市民が誇りを持てるまち 
・歴史遺産や行事を経済の活性化につなげるまち 
・地産地消のさかんなまち 

8.中心市街地 ・公共施設がまちの中心に集積したまち 
9.文化・スポーツ・教養施設 ・子どものための文化・芸術・スポーツ・教育の施設が充

実したまち 
・他市からも訪れたくなる施設があるまち 

10.医療・福祉 ・子育て支援センターが全域にあるまち 
・予防医療のさかんなまち 

11.その他 ・職住、教育、自然の良さを実感できるまち 
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③ 全体まとめ 

当日のグループ発表を整理して、参加したみなさんの提案やアイデアを以下のよ

うなキーワードで総括しました。 

「ことおこし」は夢懇話会が今後の市民主体の都市づくりの契機になることを願

って、まとめたキーワードです。市民自身が都市づくりにおいて積極的に「ことを

おこしていこう」ということで夢懇話会を終了しました。 

 

 

こ 子育ての重要性………………居住、教育、コミュニティ、交通、防犯 
と 特色ある岡崎…………………歴史、文化、遺跡、固有のもの、地域格差の是正 
お お宝を大切に…………………お金、人、子ども、自然 
こ 康生の復活……………………中心市街地の欠如、中心性の復活 
し 資源の活用、移動の確保……今まであるものの活用、これからつくるものの活用 
 

 

■ 全体会（アイスブレーク等） ■ グループ懇話 

■ 全体会（グループ別発表） 
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２ 一般と高校生の夢懇話会結果の比較 

（１）比較方法 

双方の懇話会における設問のうち、その設問主旨が近いもので比較します。 
一般の意見は高校生の意見をほぼ網羅していることから、高校生の意見をベース

として、一般の意見を比較する方法をとります。 
 

一般への設問 高校生への設問 

「今一番気になること」 「住み続けたくない（続けたい）理由」 

「望ましい将来像」 「魅力アップアイデア」 

 

（２）比較結果 

① 「今一番気になること」(一般)と「住み続けたくない（続けたい）理由」

（高校生）の比較 

■ 同様な内容 

 一般、高校生とも共通して、自然・歴史･文化といった地域資源が豊かであること

については岡崎固有の良いところとして評価している一方で、公共交通、道路交通

に関しては課題として認識していることがわかります。 

 

区分 同様な内容 一般の意見 高校生の意見 

自然環境 自然環境に恵まれ

ていること 

・豊かな自然がある 

・自然とともに生きる

暮らしを実現したい 

・自然がきれい 

・自然が豊か 

・自然がいい 

 

歴史・文化 歴史・文化資源に

恵まれていること 

・神社仏閣を活用すべ

き 

・歴史文化がある 

・お城など歴史文化がある 

公共交通が不便な

こと 

・バス便数が少ない 

・バスルートが不十分 

・駅が不便 

・バス・電車の本数が少ない 

・バス便数が少ない 

交通渋滞があるこ

と 

・交通渋滞が多く不便 ・交通量が多い 

交通 

道路が未整備であ

ること 

・道路網が不足 ・道路の幹線が少ない 

・道路がガタガタしている 

 

■ 高校生の特徴的な内容（一般には無い内容） 

 高校生の特徴的な意見として、商業･娯楽施設の不足といった若年者らしい意見と

ともに、就職先がないといった切実な意見があります。 

 

区分 高校生の内容 

活性化 ・商業・娯楽施設が少ない 
・遊ぶ場所が少ない 

雇用 ・就職先が少ない 
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② 「望ましい将来像」（一般）と「魅力アップアイデア」（高校生）の比較 

■ 類似した内容 

・河川や緑といった自然資源では一般、高校生とも岡崎を特徴付ける資源として、

その保全と活用を要望していることがわかります。 

・安全安心については主に交通事故に関することに集中しており、交通事故が少な

く安心して暮らせる交通環境への要望が高くなっています。 

・交通に関しては利便性の向上、特に公共交通のサービス強化が共通した要望とな

っています。 

・活性化については祭り等イベントといった都市活力の向上が一般、高校生に共通

した要望となっています。 

・中心市街地については一般では商業だけでなく公共施設といった多様な機能の集

積が望まれており、高校生では商業機能の充実に特化していますが、共通してそ

の活性化、再整備に関する要望が高くなっています。 

・一般、高校生ともにスポーツ施設の強化充実に関する要望が高くなっています。 

 

 

区分 同様な内容 将来像 アイデア 

自然環境 ・自然資源の保全

と活用 

・自然の中で子どもが

遊べるまち 

・河川景観を活かした

まち 

・町の緑や山の緑を守る 

安全・安心 ・交通事故が少な

い安全なまち 

・交通事故が少ないま

ち 

・安心して暮らせるよう事故を

減らす 

交通 ・交通利便性の向

上、バス・鉄道

の充実 

・車に頼らず歩けるま

ち 

・高齢者や学生の交通

手段が確保されたま

ち 

・交通利便性の向上 

・バス便増設 

・公共交通手段の充実 

・道路の整備 

活性化 ・既存の祭りの活

性化やイベン

トの開催 

・歴史遺産や行事を経

済の活性化につなげ

るまち 

・祭りの活性化 

・イベントを盛り上げる 

・祭りを大きく 

・観光の活性化 

中心市街地 ・中心市街地の活

性化 

・公共施設がまちの中

心に集結したまち 

・康生の再生 

・康生の大須化 

・康生の活性化 

文化・スポ

ーツ・教養

施設 

・スポーツ施設の

充実 

・子どものための文

化・芸術・スポーツ・

教育の施設が充実し

たまち 

・スポーツ施設（プール、スケ

ート）の整備 

・集客施設（コンサート会場や

スポーツ施設）の整備 
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■ 高校生の特徴的な内容（一般には無い内容） 

・高校生は①の意見を反映して、就業機会の増加や遊べる場、商業機能の充実が特

徴的な要望となっています。 

 

区分 高校生の内容 

活性化 

 

・遊べる施設の整備 
・面白い店、魅力ある店の誘致 
・娯楽施設の誘致 

雇用 ・就業機会の増加 
・企業誘致 
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３ 全体構想への反映 

（１）夢懇話会（一般）の意見反映 

区分 将来像 全体構想原案への反映 

1.自然環境 ・自然の中で子どもが遊べるまち 
・河川景観を活かしたまち 

都市像① 基本方針１ 
取り組み方針②（Ｐ12） 

・子ども同士、親同士の交流の場が充実したまち 
 

都市像① 基本方針１ 
取り組み方針②（Ｐ12） 

2.教育 

・子どもがものづくりを体験できる施設があるまち 
・４つの大学と連携したまち 
・郷土愛をもった子どものいるまち 
・市の宝を子ども達に伝えていくまち 

 

・交通事故の少ないまち 
・犯罪の少ないまち 
・子どもが安心して遊べるまち 

都市像① 基本方針３ 
取り組み方針②（Ｐ23） 

3.安全･安心 

・子どもへの声かけ隊がいるまち 
・マナー・モラルのあるまち 

都市像① 基本方針４ 
取り組み方針①（Ｐ25） 

4.コミュニテ

ィ 

・コミュニケーションを図るための場所があるまち 
・隣近所のコミュニケーションがあるまち 
・地域内での相互の助け合いがあるまち 
・世代間交流促進のまち 
・外国人との交流促進のまち 

都市像① 基本方針４ 
取り組み方針①（Ｐ25） 

5.歴史・文化 ・オンリーワンの誇り得るまち 
・市民が歴史･文化をよく知っているまち 
・歴史文化を誇り、守り、育て、伝えるまち 

都市像① 基本方針４ 
取り組み方針③（Ｐ28） 

・車に頼らず歩けるまち 
 

都市像② 基本方針２ 
取り組み方針①（Ｐ34） 

6.交通 

・高齢者や学生の交通手段が確保されたまち 
 

都市像② 基本方針２ 
取り組み方針②（Ｐ35） 

・人任せでなく自ら考えられる市民が集うまち 
・地産地消のさかんなまち 

都市像① 基本方針４ 
取り組み方針①（Ｐ25） 

・市民が誇りを持てるまち 都市像① 基本方針４ 
取り組み方針③（Ｐ28） 

7.活性化 

・歴史遺産や行事を経済の活性化につなげるまち 都市像③ 基本方針２ 
取り組み方針①（Ｐ41） 

8.中心市街地 ・公共施設がまちの中心に集積したまち 都市像③ 基本方針３ 
取り組み方針①（Ｐ42） 

・子どものための文化・芸術・スポーツ・教育の施

設が充実したまち 
都市像③ 基本方針３ 
取り組み方針①（Ｐ42） 

9.文化・スポ

ーツ・教養施

設 ・他市からも訪れたくなる施設があるまち 都市像③ 基本方針２ 
取り組み方針①（Ｐ41） 

10.医療・福祉 ・子育て支援センターが全域にあるまち 
・予防医療のさかんなまち 

都市像③ 基本方針３ 
取り組み方針①（Ｐ43） 

11.その他 ・職住、教育、自然の良さを実感できるまち 都市像① 基本方針１ 
取り組み方針②（Ｐ12） 

 
※表中のページは、資料１のページに対応 
※網掛け部は都市マスの対象外 
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（２）夢懇話会（高校生）の意見反映 

区分 アイデア 全体構想原案への反映 

自然環境 ・町の緑や山の緑を守る 都市像① 基本方針１ 取り組み方針①（Ｐ12） 
安全･安心 ・安心して暮らせるよう

事故を減らす 
都市像① 基本方針３ 取り組み方針②（Ｐ23） 

交通 ・交通の利便性の向上 
・道路の整備 
・公共交通手段の充実 
・ .バス便の増設 

都市像② 基本方針１ 取り組み方針②（Ｐ32） 
都市像② 基本方針２ 取り組み方針①（Ｐ34） 
都市像② 基本方針２ 取り組み方針②（Ｐ35） 

・祭りの活性化 

・イベントを盛り上げる 

・祭りを大きく 

・観光の活性化 

都市像① 基本方針１ 取り組み方針②（Ｐ12） 活性化 

・遊べる施設の整備 
・面白い店、魅力ある店

の誘致 
・娯楽施設の誘致 

都市像③ 基本方針３ 取り組み方針①（Ｐ42） 

中心市街地 ・康生の再生 

・康生の大須化 

・康生の活性化 

都市像③ 基本方針３ 取り組み方針①（Ｐ42） 

文化・スポー

ツ・教養施設 

・スポーツ施設の整備 
・集客施設の整備 

都市像③ 基本方針３ 取り組み方針①（Ｐ42） 

雇用 ・就業機会の増加 
・企業誘致 

都市像③ 基本方針１ 取り組み方針①（Ｐ39） 

 
 
 
 

※ 表中のページは、資料１のページに対応 


