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第７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 20 年 2月 19日 午後 2:00～午後4：00  

 

２．開催場所 

岡崎市福祉会館 301会議室 

 

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長 

〃 木村 茂 市民公募 

〃 鈴木 廣   〃 

〃 林 加代子   〃 

（２）欠席委員      

委員 鈴木 常夫 市民公募 

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、冨田都市計画課主事 

 

６．議題等 

（１）報告事項 

①都市づくり瓦版への意見 

②先進地視察の結果 

③シンポジウムの結果 
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（２）協議事項 

①全体構想原案 

②計画評価指標 

③地域別構想（地域の特性） 

 

７．議事 

（１）報告事項 

事務局  ：報告事項①～③の説明 ―省略― 

 

委員   ： 都市づくり瓦版への意見の回答はどのように返すのか。 

事務局  ： 都市づくり瓦版、ホームページに載せたいと考えています。 

委員   ： 市民の方々に回答を返すとき、「担当部署へ伝えます。」という書き方だと、

いかにも縦割り行政として、市民の方に映るのではないかと思う。市民の方々

にとっては、質問に対しての答えが欲しいと思うがどうか。 

事務局  ： 担当部署から回答がいただければ、それを載せたいと思っています。 

 

（２）協議事項 

  ①全体構想原案について（資料 1） 

事務局  ：協議事項①の説明 ―省略― 

 

委員   ： コンセプトが検討中になっているが、当日配布資料３の２ページに出ている

ように、シンポジウムのアンケートでは「水」「緑」「歴史」をキーワードにし

た案 4とともに、案 2の「誰もが安心して快適に暮らせる都市」も非常に多か

った。「水」「緑」「歴史」も大事だが、昨今の社会的な情勢を考えると、やは

り「安全」「安心」「快適」も非常に重要だと思うがどう考えているのか。 

事務局  ： 案４の文章から作成するのではなく、いただいたキーワードやシンポジウム

の基調講演のテーマである「風格」なども含めて考えたいと思っています。 

委員   ： 確かに「風格」というキーワードも大事で、盛り込みたいという考えもわか

るが、いろいろ盛り込み過ぎると何を目指しているのかわからなくなってしま

う。「安全」「安心」を盛り込むとすると事務局ではどう考えているのか。上位

計画と整合をとることも重要である。大事なキーワードがありすぎて、どうい

うふうに集約してコンセプトとするかが非常に気になる。 

事務局  ： コンセプトの考え方として、都市づくりの目標である三つの都市像と今回基

本姿勢と直しました二つの原則から導きだされるものをわかりやすく表現し

たいというところからスタートしています。取組方針まで網羅するとなると、

多くなってしまいますので、例えば目標や基本姿勢を強く出すようなキーワー

ドを使ってコンセプトとするのが１つの考えです。 



 3  

  それから、都市づくりの目標を包含して何らかの言葉として表すものも考え

られます。例えば「風格」というような言葉は、美しいだとか、温かいだとか、

自然だとか、協働といいますか、まちの住み方だとか、そういうものを包含し

ていると考えています。そういういろいろなことを包含した言葉がさらにない

か、ご議論いただきたい。 

  シンポジウムのアンケートでは多数決では決めないとお断り書きしており

まして、その上で参加者からご意見をいただいていますので、示しました案の

形がなくなってしまってもいいとも思っています。 

  今回はたたき台として出しておりまして、このマスタープランがまとまる段

階でできればいいと思っております。ご議論いただく中で、絶対に外してはい

けないキーワードを出していきながら、事務局から修正案を幾つか出していき

進めていきたいと思います。 

委員   ： 「安全安心」はどこでも当然目指すべきものなので、それをあえてコンセプ

トとすると、市民にはどういうふうに受け止められるのかとも思う。 

  総合計画は「人、水、緑が輝く 活気に満ちた 美しい都市 岡崎」で、中心

市街地活性化基本計画では「魅力的な歴史、文化、暮らしに出会うまち」とな

った。都市計画マスタープランのコンセプトは、ちょうどその中間ぐらいにな

るかと思うので、総合計画のコンセプトと中心市街地活性化基本計画のコンセ

プトの間をつなぐようなものができればいいと思う。 

  中心市街地活性化基本計画でも自然を入れるという意見があったが、中心市

街地で自然を前面には出せないというところもあり、結果的に自然、緑という

言葉は抜けた。ただ、都市計画マスタープランを考えた場合には、自然と人々

の暮らしの共生みたいなものは必要だと思う。具体的には言えないが、上位と

下位の計画のコンセプトと整合がとれるといいと思う。 

委員長  ： 都市計画マスタープランのコンセプトなので、総合計画や下位の計画も含め

ながら、岡崎はこんな都市づくりを行うんだときちんと内外にアピールし、一

緒に夢を持ちながら進めていくための方向性をきちんと出すものにしたいと

思う。あまり全部を盛り込む必要はないが、市民の方々にご参加いただいたり、

ご理解いただいたり、協力いただけるかという視点が重要だと思う。 

  シンポジウムでは４案からアンケートをとりキーワードを集めたが、この委

員会で「さあ、皆さん、どうですか」と言っても、なかなか出にくいものなの

で、進め方としては、事務局と協議しながら、幾つかの代案を随時示し、意見

をいただきながらまとめていくという方法しかないと思う。キーワードをちり

ばめるような形のもの、都市づくりの基本姿勢にウエートを置くもの、目標に

ウエートを置くもの、これまでとは変わったまちづくりをしていくことにウエ

ートを置くものと幾つかの方向が考えられるので、コンセプトを最終報告にき

ちんと盛り込むよう随時検討していきたいと思う。 
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  いずれにしても、コンセプトは実現する手法や考え方、キープロジェクトが

付随していないと、ただの言葉になってしまう。次の都市づくりの取組方向や

将来都市構造などで再確認をしながら、考えていきたいと思う。 

委員   ： ８ページの下の将来市街地の断面図で、都心ゾーンに高い建物が集中してい

るイメージが描かれている。現在、岡崎城の周りに高い建物がたくさん建って

おり、市街化区域の中心でもあるが、その景観についてどのようにとらえてい

るのか。 

事務局  ： 市としては、景観計画を平成 20年度から策定していくことを考えています。

都市計画マスタープランの中では、資料１の 44 ページ、施策①「地域資源、

景観の保全」の４つ目で大樹寺や三橋（殿橋、矢作橋、明神橋）から岡崎城を

眺望する「歴史的眺望ライン」のように、市全体の景観計画を策定する中で規

制方針を明らかにすると記載しています。 

委員   ： 大樹寺から岡崎城が見えるビスタラインは素晴らしいと思う。ただ、岡崎城

の周りの高い建物に住んでいる人は岡崎城を上から見て気分がいいと思うが、

岡崎城を訪れた人にとっては「岡崎もこんなふうになってしまったのか」とシ

ョックをうける。このような状況は、岡崎市民としてはとてもさみしく思うの

で、今後、景観法などを都市計画マスタープランで考えていけるのであれば、

ご考慮いただきたい。 

委員長  ： 市街地の都市構造は６、７ページの①「将来都市構造の基本的考え方」で地

域拠点、土地利用、都市の集積、環境づくりが書かれていて②にはその設定と

して、都市構造の面的な構成が書いてある。８ページでは、③「将来市街地の

断面イメージ」のタイトルどおり、市街地以外の農地、山地等々は断面イメー

ジに書きづらいということで、今回外している。交流拠点、地区拠点といった

拠点とそれを取り巻くゾーンという考え方に基づいて、市街地の都心ゾーンと

地域拠点をいかにわかりやすくイメージさせるかということで事務局は苦労

している。「コンパクトで地域にふさわしい都市構造」といった場合、なかな

か書きづらい。先回委員から交通軸をいれたらどうかといった指摘もあった。

景観法をどこまで盛り込むかも重要な観点と思う。 

  この断面イメージの縦軸は土地利用密度となっている。いわゆる住宅床や事

務所・オフィス床など床面積の土地利用密度ととらえると、確かにそういう意

見が出ると思うが、ここではむしろ「コンパクトで地域にふさわしい都市構造」

として機能の集積度を高めていったらどうかという観点で理解していただき

たいし、そうしたいと思う。 

  ただ、こういうふうに書いてしまうと、高層マンションをどんどんつくるの

が都心ゾーンというメッセージにもなりかねないので、事務局で調整していた

だきたい。高いビルにしても、オフィス床としてなのか、まちなか居住を支援

しつつ、商店の集積とともに高いビルにするのか、そこら辺についてはまだ書
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き込みが足りないし、議論もあまりしてないので、意見をいただきたいと思う。 

委員   ： ４ページの基本姿勢Ⅱの中で気になる言葉がある。「つくるからつかい守り

育てる」で「つかい」は平仮名で書かいてあるが、使用の「使」で、都市を使

うというのは非常に違和感がある。「守り」「育てる」はわかるが、「つかう」

というのはどういう意味なのか。上に「地域資源を活かす」ということで「活

かす」という言葉があるが、そのほうがここでの趣旨に近いのではないかと思

う。「つかい」という言葉だと、悪くとられる可能性もある。 

事務局  ： 事務局としては、都市機能や歴史的な地域資源など、今あるものの活用とい

う意味で使っています。 

委員   ： 「つかい」というところだけ見ると、「消費する」というおかしな意味合い

のほうが強い気がするので、検討いただきたい。 

委員長  ： 活用するということであれば、それにふさわしい言葉のほうが適切かもしれ

ないので、またご検討いただきたい。 

委員   ： 先ほども８ページの絵の話が出ていたが、やはりもう少し別の書き方がある

のではないかという気がする。 

  都市の真ん中でも、緑を保ちながら、享受しながら生活することが当然必要

である。 

  なかなか実現しにくいが、高い建物をつくるのは、横にあるものを縦に積み

重ねて、周りに公共的な空地を確保したいという考え方がもともとあったと思

う。また、町屋のように横に広がった古い街並みを保全していくものもある。

これらを１つの絵で描こうとすると、ほかが切り捨てられてしまって、誘導に

つながってしまう側面も懸念されることから、もう少し多様性のある、夢のあ

る形で表現できないかと思う。 

事務局  ： このイメージ図では、都市の機能の集積を表現したいと考えていましたが、

ただ単に高い建物が立地すると解釈されるのは、やはりこの絵に問題があるの

だと思います。 

  事務局では何度も議論を重ねておりますが、なかなかうまい表現ができませ

ん。都市の機能としてどうあるべきかを表現できるように工夫します。 

委員長  ： 事務局の苦労は見なくてもわかるような話だが、先ほどのコンセプトと同じ

ように、言葉は非常にイメージ豊かで、美しくあればあるほど期待は高まりつ

つ茫漠となる。市民の方々も自分のまちがどうなるか具体的な絵がほしい、見

える形にしてほしいとよく言われるが、具体的にしすぎると、こうなるのかと

いう言質をとられてしまうので、非常に難しいところである。 

  具体的に絵にすると市民に誤解される恐れがあるが、この断面イメージにつ

いても、ある種の誤解を恐れずに出すのか、もう少しいろいろなパターンで描

くのか、さらに悩むことになると思うが、また協議させていただきたい。 

  将来市街地の断面イメージの基本的な構成として、将来都市構造の中の市街
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地だけの絵でいいか、いわゆる市街地以外、調整区域についてはどういうイメ

ージで都市づくりをするか、額田地域についてはどこまでを都市計画区域とす

るのか、これらについてはこれからの議論だが、岡崎市全域の都市づくりの構

想であれば、そこの絵もある程度わかるように描いたほうがいいと思う。 

  市街地の断面イメージは先回、先々回に出したものから、メリハリという表

現ではなくて、もう少し機能集積を表現しようということでここまで努力され

ている。事務局は表現にとても苦慮しているので、委員の皆さんも良い表現方

法があったら教えてほしい。 

委員   ： ５ページ中段の文章に「都市づくりの基本姿勢は、現状では岡崎において、

充分に実践されているとはいえない状況にあります」とあるが、こう言い切っ

てよいか。私も市民の方々と話しをする中で、結構実践されていると最近、思

いつつある。 

  もう１つ、どの施策に関しても当然あるべき基本姿勢なので、書く必要はな

いかもしれないが、市民参画とか、市民に考えてもらっているとか、そういっ

た施策もあると思う。そういうのをうまく書いたらどうかと思う。というのは、

市民がこのマスタープランを読んだときに、「岡崎市がこういうのをやってく

れるんだ」で終わってしまう気がする。そうではなくて、「ここの地区の市民

はこんなことをやっているんだ」とか、「こういうのをやれば、こんなことが

やれるんだ」というのがわかるといいと思う。 

事務局  ： 市のほうから市民の活動に対して「充分に実践されているとはいえない状況」

と言ってしまうのは、ちょっと失礼ですので、例えば「必ずしも充分ではない」

といった言い方にしたいと思います。 

  都市計画マスタープランとしては、こういう活動をしていただきたいという

ところまで基本方針の中に書けないかもしれませんので、例えば、資料編のよ

うなところに、先日のシンポジウムで出していただいた「参加のはしご」のお

話しとか、市民活動の中で、まちづくりの事例としてふさわしいものを事例と

して入れて、こんなやり方もありますと訴えられるような表現を工夫していき

たいと思います。 

委員   ： 逆に市民参画に対する行政の対応も不十分と思う。市民協働推進課や都市計

画課は市民と一緒にやろうという気持ちで、いろいろ行い、市民参画を認めて

いるが、そうではない部署もあるように実感している。市民だけではなくて、

行政を含めた市全体がこの基本姿勢で行ってくれればありがたい。 

委員長  ： ここで全体構想原案について再整理する。 

  １ページ、２ページの都市づくりのコンセプトは、これまでのシンポジウム

等のご意見を参考にしつつ、マスタープラン策定までに、さまざまな案を検討

して随時この委員会に諮ることとする。 

  ４ページの基本姿勢Ⅱの「つかい守り育てる」の「つかい」という言葉につ
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いては、再検討をお願いする。 

  ５ページ、基本姿勢の「充分に実践されているとはいえない状況にあります」

という表現についても、検討し修正すること。 

  原則から基本姿勢という言葉に移ったことについては、特に異論はなかった

と思うので、この形で進めさせていただく。 

  将来都市構造についても若干変わっているが、これも意見等があれば、ご指

摘をいただきつつ、８ページの将来市街地の断面イメージ等については、どう

いう都市が岡崎にできていくのか、どう変えていくのか、どこを守っていくの

かというところを、言葉だけではなくて、なるべくイメージしやすい形で表現

する努力をこれからも続けたいと思う。 

  10ページ以降の都市づくりの取組方向では、右端、左端にそれぞれの用語の

解説が入り、一般市民の方々、都市計画関連部局以外の方々にとっては慣れな

い専門用語について書いてあり、わかりやすくなった。また、「めざします」「図

ります」「要望します」というような区分になり、わかりやすくなったと思う。 

  ただ、それぞれに書かれている図については漏れや抜けをご指摘いただきた

いと思うし、それぞれの立場でのご意見をいただきたい。それぞれの地域の抱

えている問題については、後ほど３番目の地域別構想で地域の特性をまず調べ

た上で反映することになるので、それを踏まえつつご意見をいただきたいと思

う。 

  今日すぐに全部、いちいち道路網がどうなるかとか、公園がどうというわけ

にはいかないので、見ていただき、個別に事務局に意見を寄せていただきたい

と思う。特に、岡崎市が愛知県という広域との関係において考えるべき点など、

愛知県の指導もあるかと思うので、ぜひご意見をいただきたい。 

 

  ②計画評価指標について（資料 2） 

事務局  ：協議事項②の説明 ―省略― 

 

委員長  ： 計画というのが、最終的な目的に至るため、幾つか細分化された目標の体系

群を特定の手段でもって達成するプロセスとすれば、その目的、目標の到達度

をみずから設定し、各担当部局が年次計画等々、予算の配分をしながら、目標

を定めて事業を着手していくことは重要である。 

  そのときに、アウトプットとしての整備率とか、ハード的な整備基準ではな

くて、それがいかに市民の日々の生活、暮らしにとって満足するもの、利用し

やすいものであるか（アウトカム指標）を数値化しようという試みなので、か

なり難しいことではあるが、そういうことを都市計画マスタープランでも設定

してはどうかという提案である。 

  現在は、事務局がアウトカム指標の候補を挙げているが、専門の立場で意見
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を出していただきたい。 

  また、上位計画の総合計画においても、アウトカム指標を設定する可能性が

まだあるのではないかと思うし、他都市においても、総合計画等でアウトカム

指標を設定している事例もある。事務局への依頼だが、都市計画マスタープラ

ンでアウトカム指標を設定している事例や項目を、わかる範囲で調べていただ

きたい。例えば、愛知県の都市計画にもこのような指標はあるのか。 

委員   ： 愛知県にはない。 

委員長  ： ということなので、岡崎市は先行して頑張らなければならない。 

  愛知県内の他都市もないのか。 

委員   ： 豊田市が設定している。具体的に、10年間のうちの５年後の目標値を設定し

て、都市計画マスタープランで表示している。実は、市の総合計画で位置づけ

られたものの中で都市計画マスタープランに関係ある部分だけを再掲したも

のである。 

委員長  ： 目標年次までにアウトカムが達成されるように進行管理の関係上、基本計画、

実施計画とあわせて、総合計画と整合をとり連携しながら、都市計画分野を出

すことになろうかと思う。そういう仕組みや事例も含めて提議してほしい。今

回はここまでにとどめたいと思う。 

委員   ： 中心市街地活性化基本計画でも歩行者数、都心地区の人口、まちバスの利用

者数などのアウトカム指標をつくっているので、それを吸い上げてもいいと思

う。同様に、総合交通政策でもアウトカム指標をつくっているので、それも取

り入れられると思う。 

  ほかのところでつくられたアウトカム指標を使うのはいいが、都市マスとし

て指標をつくり、その達成率が満たされなかった場合、どうなるのか。市民か

ら「こんな指標がありながら、全然駄目じゃないか」と言われたときに、どの

ように説明するのか。 

委員長  ： 整備率でのアウトプットは今までもやっていた。これは非常に単純な話で、

下水道の普及率とか、都市公園面積を１人あたり何平米までにするとか。それ

ができないのはさまざまな条件があるので、その説明責任を果たせればいいわ

けである。 

  ただし、アウトカムといった場合に、例えばここに書いてある水質の環境基

準達成で、例えば BODが上がったことが市民にどう評価されるかというのはま

た別の問題だと思う。そのため、今回の都市計画マスタープランの前提として

市民意識調査をやったときのように、満足度という形で表現している自治体も

多くある。例えば公園の利用は多ければいいわけではなくて、少ない人がじっ

くり非常に満足して使っていただくという達成度もあるので、そこら辺の議論

を深めなければいけないのかなと思う。もちろんたくさんの人が非常に満足し

て使っていただければ一番いいが、なかなかそうはいかないので、どういう指
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標がいいか、難しいとしか言いようがない。 

  ただ、従来のように、目標だけ、コンセプトだけを掲げて、後は担当部局任

せではなくて、市民自身の満足度を高めるために、市民にはこういうことをし

てほしいとわかりやすい形で参画の仕方を示すという意味で非常に重要なも

のと位置づけられる。また、意見をいただきたいと思う。 

 

  ③地域別構想（地域の特性）について（資料 3） 

事務局  ：協議事項③の説明 ―省略― 

 

委員   ： ２ページ目の地域区分図を改めて見てみると、旧岡崎市は非常に細分化され

ているが、額田地域はひとまとまりで考えられている。額田地域を均一的な地

域として１つの地域にしてしまっていいものかという点が非常に疑問である。 

  インターチェンジの話もあり、都市計画上これから変化が起こる可能性があ

る。総合計画の地域区分をそのまま都市計画マスタープランで使ってくのか、

それとも、額田地域の中も地域特性にあわせて地域区分をもう一回見直すのか、

考えを伺いたい。 

事務局  ： 現在は、それぞれの地域の特性をとらえるために、１つの区域として考えて

います。将来的に都市計画マスタープランとして、旧岡崎市の７つの区域と（仮

称）額田インター周辺のおおむね５キロ圏の市が都市計画区域として拡大して

ほしいと考える範囲を８つの地域区分としてとらえて、その外側につきまして

は、都市計画マスタープランに細かく記載しないという可能性もあると考えて

います。 

  額田地域は大きく４つの旧村が合併した地域ですので、旧額田町時代にはそ

ういう分け方がありましたが、都市計画マスタープランとしては、その４つの

分けで旧岡崎の７つと並べて、同じような記述をしていく必要がないと考えて

います。 

委員長  ： 額田地域の取り扱いは、（仮称）額田インターチェンジ付近の都市計画のあ

り方に大きくかかわるところで、まだまだ議論が進まなければいけないが、一

応総合計画で考える区域割に準じつつ、現在はそれぞれの区分上で地域の特性

を明らかにする段階とご理解いただきたい。また、一番性格の異なるものが一

緒に入っている地域は多分、額田地域よりも本庁地域だ。データの取り方等も

含めて、この形でいってはどうかというところである。 

委員   ： 額田地域は、自然、水が中心になる。男川の本流は県立自然公園から来るが、

本流がなく南に折れているので検討してほしい。 

事務局  ： 男川は 2ページの額田地域の「地」の字の下ぐらいから南のほうへ折れてい

っていますが、折れずに真っすぐ東に行くのが本流であるというご指摘でした。

今後この地域を考えていく上で、あまり細かく書いても意味がありませんので、
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必要なものについて、どちらを記載していくかを検討させていただきたいと思

います。 

委員   ： 総合計画との整合性や過去のデータの関係もあるので、これでいいと思うが、

一方で一つの地域に中に全く異なる地域特性が含まれているところもある。地

域別の指標化をするときに、一つの地域に全く異なる地域特性が含まれている

ことがわかるような指標はあるか。 

事務局  ： 基本的には、昔からの歴史ある分け方で地区を押さえていくという形で、必

ずしも均一、均質なところを１つの地域としてとらえてはいませんが、それは

間違っていないと思っております。 

  例えば、市街化区域と市街化調整区域ではこう違うとか、特にこの小学校区

についてはこういう特性があるとか、まず、そういう書き方をしていきたいと

考えています。場合によっては、７つないし８つの地域をここは割と中心部か

ら郊外のところまでゆるやかに変わっていっているとか、急激にここで変わっ

ていっているとか、そんな表現で地域の特性をとらえていける部分は、そのよ

うにしていきたいと思います。 

委員   ： 地形、地域の概況とか、そういうところで分散を言葉で表現してもらえばい

いと思う。 

委員長  ： 今の点については、資料３の土地利用現況図に書いてあるように、市街化区

域と調整区域で二分したデータの作成が可能であれば、それもお願いしたい。 

委員   ： 資料 1の６、７ページの全体構想の将来都市構造図の地域拠点、交流拠点、

地区拠点などと地域区分の整合性というか、連動はあるか。 

事務局  ： 将来都市構造図では、支所が赤い丸、本庁は大きな丸になっています。各地

域にこれが入っておりまして、支所区域の中の１つの拠点として位置づけられ

ている形になっています。 

委員長  ： 総合計画で支所を中心に、それぞれの地域で住民による地域自治のような考

え方を実践してみてはどうかという議論があった。都市計画でも同じような考

えで地域を見直し、自分たちの地域づくりを進めたらどうかという、そういう

方向で間違いないか。 

事務局  ： 間違いないです。全体構想の中でいろいろな拠点を示していますが、これは

必ずしもその拠点が存在している支所区域の地域の拠点ということではなく

て、都市全体の中での拠点という考えもあります。地域別に見ますと、それが

全体構想の拡大図ではなくて、それぞれの地域の中でどういう活動がされてい

るかということによりまして各拠点の機能も違ってきます。支所は行政の地区

の中心ではありますが、そこにいろいろな都市機能がすべて集積しているわけ

ではありませんので、絵柄としては地域ごとに変わってくると思っています。 

委員長  ： そういう考えの中での地域別構想８地区である。他の委員からも指摘があっ

たように、それぞれの地域が単一の、均質な空間ではないので、都市計画マス
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タープランの中でどの程度の地域、あるいは、地域の細分化が妥当かについて

は、またぜひご意見をいただきたい。 

  これからどういうふうに地域の構想を進めていくかという具体的な提案、あ

るいは、現行の事業の整理に入っていく。地域別構想を検討する中で現在の８

区分の地域の特性を見ていただきながら、またご意見をいただきたいと思う。 

  地域別構想については、８つの地域ということでおおむね理解をいただいた

が、さらにそれを細分化したり、あるいは表現をもう少しわかりやすく工夫を

してはどうかという意見をいただいたので、事務局と相談して次回提案したい。 

委員   ： 地域別構想の 40ページ等の用途地域図で、工業地域が濃い青と薄い青の２

種類になっている。 

事務局  ： 図が間違っています。凡例は訂正しましたが、図の色は以前の８用途のまま

になっております。薄い青が準工業地域で、濃い青が工業地域、紫っぽいのが

工業専用地域です。 

委員長  ： 気づく点がたくさんあるかと思うので、随時事務局にご意見をいただきたい。 

  あと、地域資源図は、市役所・支所、福祉・保健施設、教育・文化施設、そ

の他の施設、景観資源を示しているので、地域特性をつかむために見ていただ

きたいと思う。 

全体構想は次の委員会である程度成案に近い形に持っていきたいと思って

いるが、コンセプトは非常にあいまいなままなので、皆様の忌憚のないご意見

をいただきたいと思うので、ぜひよろしくお願いしたい。 

 

 

以上 


