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第 8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 5月 21 日 午後 2:00～午後 4:00 

 

２．開催場所 

岡崎市役所西庁舎 入札室（701 号室） 

 

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 

〃 河野 修平 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 

〃 大河内 益夫 愛知県西三河建設事務所 企画調整監 

〃 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 

〃 鈴木 常夫 市民公募 

〃 鈴木 廣   〃 

〃 林 加代子   〃 

（２）欠席委員      

委員 木村 茂 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 

高橋都市整備部部長、小林都市整備部次長、高野都市整備部参事、 

荻野都市計画課主幹、二村都市計画課主任主査、水船都市計画課主任主査 

 

６．議題等 

（１）報告事項 

①策定体制及び基本事項     

②平成 19年度の成果（全体構想原案）    

③第 1 回地域別まちづくりワークショップの結果  
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（２）協議事項 

①地域別構想骨子（課題と記載事項等）   

 

７．議事 

（１）報告事項 

①策定体制及び基本事項  （資料 1）     

②平成 19年度の成果  （報告書）    

③第 1 回地域別まちづくりワークショップの結果  （資料２） 

 

事務局  ：報告事項①～③の説明 ―省略― 

 

委員   ： 額田地域都市計画導入検討報告書に「市街化想定区域」とあるが、これは市

街化区域を想定しているということか。 

事務局  ： これは市街化区域の検討をするための資料であり、必ずしも市街化区域の指

定に結びつくものではありません。都市計画マスタープランは都市計画区域、

市街化区域のあり方を検討し将来の方向付けを行うものです。実際の都市計画

の決定にあたっては、都市計画マスタープランをふまえつつ、地元住民と調整

を行いながら進めていきます。 

委員   ： 今日、説明いただいた地域別構想には、3月のワークショップで挙げられた

色々な問題点、よい点をまとめたものが含まれていると思うが、次回 6月のワ

ークショップでは結果報告と新たな意見を聞くのか。 

  次回は、3月に参加いただけなかった女性や若い人の参加が見込まれるので、

時期的に可能ならば、その方々からの新たな意見を盛り込むべきだと思う。 

事務局  ： 第 2回のワークショップで結果報告に基づいて、新たな意見、課題等が挙げ

られましたら、それらも加味していきたいと考えております。 

委員   ： 額田地域の都市計画導入検討報告書に関連するのだが、東海環状自動車道の

開通後、かなりの開発がされた経緯を見ると、第二東名高速道路が供用開始さ

れると額田インター周辺はかなりの開発が進んでいくのではないかと思う。そ

のため、事前に十分な手を打っておく必要があると感じている。 

  そのときに土地利用の規制をかけることになるが、どういった形で規制をか

けるのかを住民の方々に十分な説明をして、その内容が、地権者の方、住民の

方にとって良い内容なのか、悪い内容なのかを個別に判断していただけるよう

に情報提供を行ない、その中で住民の方々の意見を吸い上げていって欲しい。 

委員   ： 河川沿い、低平地の地域の方々にとって、いかにして水害から自分たちの生

活を守っていくのかが非常に大きな関心事項だと思う。 

  地域の発展、新しいまちづくり、道路を含めた地域の整備等、前向きの施設

づくりが主体の都市計画マスタープランにおいて、水害常襲をいかに防ぐかと
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いった治水対策の観点からのまちづくりについては、どの程度地区の方々の意

見を吸収しながら都市計画マスタープランに盛り込んでいくのか。この点に関

心を持って参加させていただく。 

 

 

（２）協議事項 

  ①地域別構想骨子  （資料 3、参考資料１） 

 

事務局  ：協議事項①の説明 ―省略― 

 

委員長  ： 策定フローでは、先年度、地域別の特性、問題点を抽出したので、それらを

もとに地域別の課題を整理することになっている。本日は、目標、方針の具体

的な話の前に、まず課題の抽出として、今回提示のあった拠点づくりという視

点 1、都市基盤施設整備等のハードにかかわる視点 2、そして、土地利用計画

等の規制・誘導に関するソフトが視点 3という形で地域別の構想、課題抽出を

行なっている。この 3つの視点が有効であるのか、そして、全体構想で定めた

都市像とのかかわりとして、3つの視点とどういう関係があるのかを含めて、

その土地に詳しい市民委員の方からの活発なご意見をいただきたい。 

委員   ： 基本姿勢に「協働」とあったが、最近のまちづくりではソフトインフラが重

要であると言われており、そのようなソフト的な市民活動はこの拠点づくりの

中に含まれるのか。 

事務局  ：「協働」や「市民活動」等につきましては、都市像を実現する上でベースとし

て必要になってくると考えられることから、実現化方策の中に含めていきたい

と考えております。 

委員   ： 2点意見がある。 

  まず一点目は、「拠点づくり」についてである。 

地域によって必要とされる機能はそれぞれ違っているのだろうが、交通の拠

点、地域や地区の拠点、更には生活機能や生活便利機能、住宅誘致の拠点等、

様々なものが考えられることから何の拠点なのかがわからないところがある。 

  2点目は「機能」という言葉に関してである。 

  課題を整理している表の中で、生活機能やふれあい機能など「機能」という

言葉が非常に多く使われており、それが何を示しているのかわからない。もう

少し表現を工夫するなり、何か具体的なものを示すような表現に変えたほうが、

市民の方々に納得していただけると思う。 

事務局  ： 1点目の「拠点づくり」に関しましては、市内を 8地域に分けており、東岡

崎の拠点と額田の拠点とはおのずから機能が異なります。そのため、住民の方

の生活利便性向上や交通結節機能の整備等、その地域にふさわしい拠点づくり
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を進めていきたいと考えております。 

  2点目の「機能」という言葉に関しましては、具体的なまちづくり方針の中

で、例えば駅前広場のように、何らかの機能を強化しようということですが、

まだはっきりとは書ききれないために「機能」という言葉を使っており、計画

策定時に具体的に書ける部分については検討していきたいと考えております。 

委員   ： 「拠点」に関してだが、生活機能、生活便利機能、生活支援機能、それぞれ

どこが違うのか、少し混在しているように思うので整理したほうがいいのでは

ないか。 

  地域によって必要とされる拠点がそれぞれ異なることは理解できるが、これ

だけを地域ごとに見ると非常に分かりづらいので、どのような拠点を市民の

方々が必要としているのか、そして、資料に書いてあることを市民の方々に理

解していただけるのかについては見直しが必要だと思う。 

  「機能」に関しては、ふれあい機能と言われるとよく分からない。加えて、

先の3つの生活に関する機能のそれぞれの違いを市民の方々に理解していただ

けないのではないか。 

事務局  ： 確かに生活支援機能というのは非常に幅広くて、市民の方々にとっては何か

わかりづらい。例えば、商業集積を図るとか、交流センターの設置等、もう少

し考えたほうがいいということで理解いたします。検討させていただきます。 

委員長  ： 昨年までの都市計画マスタープラン策定の報告書の将来都市構造の中に、大

きな拠点として都心ゾーンというやや面的な拠点、それから地域拠点、交流拠

点、地区拠点という4種類の拠点を新たに作ることが本都市計画マスタープラ

ンの 1つの目玉であるということを理解いただき、協議、承認いただいている

が、その関係で「拠点」という言葉だけでは、そのレベル、あるいはその性格

がよくわかりにくいということは確かだと思うので整理は必要だと思う。 

委員   ： 岡崎地区には岡崎駅があり、岡崎駅の東側は整備が進み昔から見ていると様

相がだんだんと変わってきている。区画整理が進み、古いものは取り壊されて

新しいものが次々と建てられているが、古いものは歴史的な遺産であり、観光

資源としての活用だけでなく、市民の心のよりどころとしての機能もあると思

うので保存を考えて欲しい。 

  私は岡崎駅の西側に住んでいるのだが、区画整理が終わり大きな土地に住ん

でいた方はどこかに移転されて、残った土地が高層マンションに変わってしま

い、市民は大きな無力感を感じている。 

  今後、「協働」や「生活のしやすさ」を考えていただけるならば、以前から

住んでおり、その町に貢献してきた人たちが不利益を被ることが無いような策

を都市計画マスタープランで決めていただきたい。 

委員   ： 私は大平地区に住んでおり、拠点として美合駅周辺が示されているがイメー

ジ的に合っているかと思う。 
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  それから、参考資料１の9ページに示されている地域の概況等についてだが、

私もこれが主だった地域の概況だと思う。 

委員   ： 「拠点」の意味は人がたくさん集まる場所との理解でいいか。 

事務局  ： 今までのまちとして、市街地が外側に広がり、人口が増えていたので、その

外側に受け皿としての市街地、住宅地を供給していました。岡崎市の場合、ま

だ人口は増加していますが、長期的に見ますと大幅に増えるわけではございま

せん。そのため、市街地整備の重点を人が集まりやすい場所、交通結節点、商

業地区等の拠点地区に置き、広域的な市街地整備という意味で都市計画マスタ

ープランの一つの目玉として打ち出させていただいています。 

委員   ： 私は岩津地区に住んでいるが、岩津支所周辺の地域拠点における利便性はさ

ほど重要ではない。なぜならば、市役所に行くことが多く、支所で何かすると

いうことはないからだ。そのため、岩津支所周辺に拠点を作ることに関しては

良いと思うが、まちづくりの拠点とはどういうものなのか。はっきり言ってよ

くわからない。 

事務局  ： 報告書の中に都市将来構造という形で構造図が載っておりますが、これは岡

崎市全体の将来都市構造図でございまして、中心的に赤く塗ってあるのが都心

ゾーン、いわゆる都心の拠点です。地域の拠点としまして、急行が停まる矢作、

美合、本宿を位置づけています。そして総合計画における地域自治の考え方を

取り込み、日常生活圏域の中心との位置づけで額田地域、六ツ美地域、岩津地

域に地区拠点を位置づけております。 

 岩津地域の場合、鉄道駅ではなくて支所を中心に昔からの商店街があるとこ

ろを設定しておりますので、拠点性づくりが難しいところではありますが、支

所と今ある商業の活性化だけでなく、その周辺地域も含めて商業機能や役所の

支所機能、交通の乗り換え機能等を導入できれば非常に望ましいところです。

具体的にどのような拠点づくりを行なっていくかにつきましては今後の課題

になるかと思いますが、このような方向性で取り組んでいきたいと考えており

ます。 

委員   ： 確認だが、地区拠点とは市民の日常生活圏の中心があるということで、必ず

しも交通結節点や集客がある、文化施設が集中しているという概念ではなく、

要するに、「支所がある」、「古いまちの姿」という考え方でいいのか。 

事務局  ： どこの拠点でも駅前広場と支所機能と交流センターの 3点セットがなければ

ならないということではございません。しかし、岩津地域も全く拠点性がなく

人口集積が平坦な都市構造になるよりは、支所周辺の方がすそ野よりも人口密

度の高い、あるいは交流機会も多いような地域づくりのほうが住む方にとって

もいいと考えますので、場合によっては拠点をもう少し面的に広く捉えていく

ことも今後あり得るのではと思っております。 

  画一的な拠点を押し付けようということではございませんので、岩津地域の
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拠点としてどういうものが望ましいのか、地域の方々のご意見を伺いながら考

えていきたいと考えております。 

委員   ： 額田地域の場合はインターを中心にした場所が拠点になるかと思うが、面積

が広い地域なので、少し離れたところにもある程度地域の人が寄れる場所を何

らかの形でつくってほしい。 

  ただ、市街化区域が決定されて、その場所でしか何もできないようなことに

ならないように額田地域には色々な配置をしていくべきではないかと思う。特

に山関係の仕事に就いている者として、木材そのものを諦めているのだが、環

境系の事業として成り立つような仕事ができる地域にできないか。つまり、地

域の特性を有効利用する場所を作るといった提案をしていただきたい。 

委員   ： 先ほどの岩津地区の件ですが、地域交流センターに行くと多くの人が集まっ

ており、交流や市民活動の拠点として機能していることが伺える。岩津北部の

交流センターから様々な市民活動や住民活動が発展して広がっていく意味で

は、北部地域、岩津地区のまちづくりの拠点になるとは思う。岩津地域のこと

を拝見すると、せっかく作った交流センターの活用が考えられていない気がす

るが、その点はどのように考えているのか。 

委員   ： 都市計画マスタープランにそって、ある程度の投資をしてハード的な整備を

する、あるいはコントロールをかけて集約化を図るなどして拠点を整備してい

くと思うが、ハード面が整備された後の市民活動をどのように支援するのか。 

事務局  ： 地域のボランティアや地域活動等は実現化方策の中で考えていき、それ以外

のハード的な都市基盤の整備に関しましては、例えば、公共交通のサービスの

強化という形で、バス基幹線があるとか、それに類するものを充当していく、

これが都市計画のマスタープランであると思っております。 

委員   ： 額田地域にインターができるということで、額田地域だけでなく隣接する本

宿辺りを含む地域も少なからず影響が出ると思うのだが、どのように考えてい

るのか。 

  また、下山にトヨタのテストコースの話があるが、その影響をどう評価して

今後のまちづくりに課題として挙げていくのか。現在、都市計画道路の見直し

を進めているのだが、恐らく影響が出てくると考えられるため、今後どのよう

な検討をしていくのかを教えていただきたい。 

  それから、お願いが二つある。 

  まず、一点目だが、地域別のまちづくり方針を見ていくと、「水辺環境の保

全」という言葉はあるが、「防災」の観点からも考えていただきたい。次に二

点目だが、矢作地域に関して、右側に農地転用等とあるが市街化調整区域に対

する農地転用面積割合が他の地域に比べて非常に高い。本来、市街化調整区域

は市街化を抑制する区域であるので、このように、農地転用面積割合が非常に

高い地域について、今後の対応策を十分に検討していただきたい。 
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事務局  ： 第二東名の本宿地域への影響に関してですが、本宿樫山線の整備（インター

チェンジアクセス道路）という形で影響が出てくると思います。次に、トヨタ

のテストコースの影響につきましては、都市計画マスタープランの全体構想の

中で誘致を推進、支援するという形で位置づけており、今後、都市計画の中で

その地域を用途区分する必要があるのか、どういう形で都市計画として位置づ

けていくのかを見極めた中で、市としての位置づけを考えていきたいと考えて

おります。 

委員長  ： 額田地域においては、まだ不確定要素が非常に強いトヨタの問題と 26年に

開業予定の第二東名額田インターチェンジによる開発圧力についてはこの委

員会でも検討してきたが、当然ながら隣接する地域、あるいは蒲郡インターか

らの影響も考えられ、更には特定流通業務の施設立地に関しても緩やかになっ

てきたことから様々な影響が想定されます。それを今日の議題の中の「地域別

構想」に書き込むとことがどの程度可能かを事務局で検討いただきたい。 

  次に、要望のあった 2つについて、まず1点目の矢作の農地転用の問題だが、

ぜひ検討させていただくが、現在の都市計画法上、開発許可制度では大変難し

いため、可能かどうかも含めて事務局に検討をお願いしたい。 

  2 点目の防災についてであるが、岡崎市が持つ都市づくりの目標ということ

で、人と緑と自然を含め、そして水源の自給率が一番高い岡崎市として、額田

の委員からのご意見を反映して、水源の涵養地としての利用以外にも積極的に

検討していただきたい。また、水害については、地区別構想で書けるところ、

県の計画等、踏み込めるところは記載してもいいと思う。 

  皆様に議論していただいた中で、特に今回議論していただく地域別課題の視

点として、拠点づくり、ハード系、ソフト系と大きな 3つがあったが、拠点づ

くりに関しては都心ゾーンから地区拠点までの4つの拠点の性格や役割、そし

て、その拠点のハード的な整備目標並びにソフト的な仕掛けが絡み合う場所と

しての「拠点」が本日の資料３の中の1ページ右下に書いてあります。 

  これについては、岡崎は本庁一極集中ではなく、総合計画で検討している地

域自治の概念も含めて、各地域の「拠点」にはレベルの差、機能の差、そして

ハードとソフトの違いがあることをもう少し明確に書けるように工夫してい

ただきたい。そのハードとソフトについてだが、まずハードについては道路や

河川、鉄道等が出てきているので、またご意見があればいただきたいと思う。

ソフトについては、土地利用、景観等の規制・誘導ということで交通や自然の

保全、それから、我々が大事にしたい視点の 1つである「歴史的な資源の保全

と活用」についても書き込んでいきたいと思う。 

  そのまとめ方として、視点 1、視点 2、視点 3という 3つの地域別構想の区

切り方については概ねこれでいいか。委員からのご指摘があったように、市民

参加については実現化方策で述べるとのことだが、活動組織そのものはある意
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味ソフトな話であるので、ここに記載するべきかもしれないが、都市計画マス

タープランへの反映は難しいので、整理が必要かと思う。 

  1－５ページにある基本姿勢をいかに都市マスとして貫くのかに関わってく

るため、都市計画だけではできない、水、緑、歴史、文化の地域資源を生かす

ということや協働、共生、みんなで築くという仕掛けをこの「ソフト」という

ところで書いていくのか、それとも都市計画の意味におけるソフトとして規制

や誘導、まちづくり、ワークショップ等を書いていくのかについて、さらにそ

れらを地域別に書き込めるのかも含めて検討いただきたい。 

  都市像の 1、2、3の形で、快適定住、連携交流、活力創造という都市像を岡

崎市全域の目標として定めているが、その3つの都市像を実現するため、各地

域が岡崎市全域のまちづくりに対してどういう役割分担をするのかがもう少

し分かりやすく市民の前に出せたほうがいいのではと思う。 

  ただ、第 1回、第 2回委員会の議論、市民アンケートの調査結果を踏まえて

考えると、岡崎市は西三河のものづくりの中心地であることから、周辺自治体

に増して産業的に豊かであり、教育水準も高く、更には住まいについても大変

満足度の高い地域である。その素晴らしい岡崎をまずは評価して、それを受け

継いでいくことが「使い・守り・育てる」視点であると思うので、その視点を

忘れず、この地域別構想にも盛り込んでいきたい。そのためには「使い・守り・

育てる」ためにどういう地域の資源なり、人の資源、活動の資源、自然の資源

があるかというところを、資料3では地域資源図ということが書いてあるので、

そこを踏まえてもう１度各地域についての課題等を整理させていただきたい。 

  それから、資料 3は地域別にその紙面の 4分の１が地域別の課題と方針にな

っているが、その他は参考で、現況の都市計画の概要並びに資源、現況の写真

となっているので、この方針を空間的に落としてみるとどうなるかという方針

図がおそらく必要になろうかと思う。それもあわせて検討して、皆様にお諮り

できればと思っている。 

委員   ： 「拠点」についてであるが、先ほど何の拠点かを整理したほうがいいのでは

との問題提起があったが整理はされるのか。 

  ただ、先ほど委員長から、それぞれの地域には役割分担があり、拠点として

の役割分担もあるとの話があったが、交通の拠点を果たすべきだとか、交流の

拠点を果たすべきだという形で、それぞれ地域の拠点としての役割や機能を重

視する形でまとめていくとの理解でいいのか。 

事務局  ： 地区によってプロジェクトの進行具合に違いがあり、具体的に書けない地区

もありますので、どこまで書けるかにつきましては計画策定の中で可能な範囲

でということでご理解いただきたいと思います。 

委員長  ： 本日の課題抽出における 3つの視点でもよいということであれば、次の委員

会までに、第二回のまちづくりワークショップで地域の方々に問いかける場が
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あるので、お年寄りだけでなく、若者、女性、子供も含めた地域の皆さんに来

ていただき「拠点」について、どのような意向を持っているのかを諮っていだ

きたい。そうすることで、幅広い年代の方々の意見を盛り込んでいけると思う。

枠組みや今後の住民の意見の聴取の仕方も含めて何か意見はないか。 

委員   ： ワークショップで地域の方々が拠点についてどのような思いを持つだろうか

ということだが、先ほど、拠点づくりとハードとソフトと３本柱があるとの話

があったが、「ソフト」に関して、都市計画に精通していない者にとっては、

ソフトというと、市民活動なのかというイメージを持ってしまう。先ほどから

議論を聞いていると、景観に関することなど、全然感覚が違うなという印象だ。

その辺りを整理して、都市マスで考えているソフトやハードとは何かを明確に

定義して、もう少しわかりやすくしなければ、ワークショップでも食い違いが

生じて収拾がつかなくなるのでは思う。 

委員長  ： ハードというのは比較的簡単な話であり、各事業を行ない易く、予算もつけ

易いだけでなく、年次計画も立て易い。しかし、ソフトになるといわゆるハコ

モノ行政ということではなく、そこをきちんと市民に利用してもらうための仕

組みや仕掛け、先導的なリーダーの育成が必要だと考える。都市計画として、

ハードをどこまで、ソフトをどこまでについては、今のご指摘のように、まち

づくりワークショップの前に、少し整理をさせていただきたい。 

  過去にお手伝いさせていただいたワークショップにおいて、まちづくりに対

する活動の意欲に燃えておられる市民の方が非常にたくさんおられたことか

ら、そこを直接的に都市計画としてお手伝いすることはできないが、市民活動

の場としてチャンスや機会、空間、環境を備えることは都市計画の仕事だと思

っている。地域別構想にかかわるハード、ソフトを再整理していきたい。 

  ただ、都市計画という範疇でいけば、都市マスの性格上、まちづくりという

広い範囲で都市計画を捉えるのは必要かもしれないが、都市計画におけるまち

づくりという意味では、ソフトについては市民の方々の自発的な文化であると

か生活づくりを応援する、あるいは都市計画の規制や誘導、措置について言っ

たほうがいいのではないか。それ以外のものについては、整備計画や総合計画

のほうで位置づけていただければと思う。 

  本日の資料では方針内容はとりあえず例示という形で書いてあるのだが、こ

れはまた行政の担当部局の現況の事業や今後の総合計画を含めて、また書いて

いただき、方針図として３次元的、あるいは２次元的にでも地域の中に落ちて

いき、現在の地域資源がどう生かされ、新しい資源がどう作られていくかとい

うことも書けていけたらと思っている。 

  当初の予定の時間がそろそろ来ているが、先ほど議論のあった防災の観点を

地域にどう組み込むかといった問題や交通サービスの問題、また、市全域にか

かわるもの、そのネットワークについて、特に地域は個別ごとの地域としてだ
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けではなく、岡崎市の中でどういう役割をお互いに担っていくかについても書

けたらいいと思っているので、また検討させていただきたい。 

  議事の２番目の地域別の構想について、そのほか提案や検討課題があればお

願いしたい。 

事務局  ： 話を戻しますが、岡崎地区は区画整理の進行に伴い駅前広場の整備も進み、

コンパクトなまちづくりという意味で都心居住ということも１つの望ましい

方向ではないかなと思っています。しかし、駅西地区の大きなマンションは非

常に悩ましく、基本的には用途地域で高さをある程度規制しており、地域全体

でこのぐらいに規制しようという合意形成が取れるところについては地区計

画等でまちづくりのルールを決めていきますが、駅周辺の利便性のいいところ

で厳しい高さ制限はなかなか難しい問題です。なお、町内会でほぼ全員の意見

がまとまれば、市としても地区計画等でまちづくりのルール作りを考えさせて

いただくのですが、全体的な高さにつきましては、郊外部を中心に、高度地区

等も検討していきたいと思っております。 

委員長  ： 「地区計画」や「高度地区」等の都市計画が持つ手法でできることはいくつ

かあるが、それをどう書き込むかというのは別の問題である。 

  それから、最近、都市整備部のほうで景観計画を策定したいという動きもあ

り、別の視点として、京都のように皆さんから合意をいただければ、非常にき

つい高さ制限によりマンション建設を規制して、岡崎中にビスタライン走らせ

ることができれば景観法という別の法律でまちづくりをすることが可能であ

るし、そういう議論ができるだろうと思っている。 

委員   ： 第 2回のまちづくりワークショップで地域別の構想骨子について意見集約を

行ない、9月の第 9回策定委員会で地域の声を反映させ、集約させた構想原案

を図っていく、あるいはその実現化方策について図っていくと思うが、ワーク

ショップで住民説明に用いる資料は、どのようなものを予定しているのか。ワ

ークショップでは、住民の方にわかりやすい資料づくりというのが重要事項だ

と思うが、各地区の課題やまちづくり目標、あるいは施策的なことについて、

委員会の資料をそのまま用いるだけでは地域の方々に十分理解していただけ

ないと思うので検討していただきたい。 

事務局  ： 第 1回のまちづくりワークショップの結果を地域住民の方々にご説明する必

要があると思っています。地域の皆さんには、前回いただいたご意見や現在の

状況、挙げられている課題にについて地域住民の方に理解いただけるように、

わかりやすく整理をしまして、第２回のまちづくりワークショップに臨みたい

と思っております。 

委員長  ： まちづくりワークショップに参加されない方の意見も何らかの形でお聞きす

るようなことをぜひお願いしたい。 

委員   ： ワークショップの開催について、「市政だより」だけでなく回覧板で案内す
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るなど、もう少し違う形で住民に周知するような方法を考えていただきたい。 

委員長  ： 時間や曜日についても検討されていると思うので、なるべく皆様もお声かけ

いただき、１人でも多くの方々からご意見をいただけるように図らせていただ

きたい。 

以上 


