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第９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 9月 3日 午後 2時 00 分～午後 4時 00分 

 

２．開催場所 

岡崎市役所西庁舎 7 階入札室（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 

〃 荻野 里富 岡崎商工会議所 事務局次長 

〃 杉山 信平 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      

委員 大河内 益夫 愛知県西三河建設事務所 企画調整監 （代理：萩原主査） 

〃 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 

 

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第 2 回地域別まちづくりワークショップの結果  （当日配布資料 1）  

 



 2  

（２）協議事項 

①地域別構想原案  （資料1、参考資料） 

 

７．議事 

（１）報告事項 

①第 2回地域別まちづくりワークショップの結果  （当日配布資料 1）   

 

事務局： 報告事項①の説明 ―省略― 

 

委 員： ワークショップで出た意見の中で、各地域別構想のほうに反映したものと、そう

でないものがあるが、これはどういう分類なのか。 

事務局： 反映できたものについては、文章末尾に地域別構想原案との対応を赤カッコで記

載しておりますが、反映が難しい意見については記載をしておりません。しかし、

ワークショップで得られた貴重な意見ですので掲載はしております。その点だけご

理解をいただきたいと思います。 

委 員： 「その他」に分類された意見を見ると、コミュニケーション不足や新住民と昔か

ら住んでいらっしゃる方との交流など共通した項目が多く、非常に特徴的に感じら

れる。これらの意見は記載することが難しいと思うが、地域別構想の拠点づくりの

ところで反映することはできないか。特に古くからいらっしゃる方と新しくいらっ

しゃった方、年齢層の高い方たちと若い人たちの交流は非常に大事だと思うので拠

点像や拠点づくりの中に入れていくことを考えていただきたい。 

事務局： コミュニティについては、今回の地域別構想の中には言葉としては個々に出てき

ますが、確かに必要なことですので、本日ご意見をいただきまして、次の素案をま

とめていく段階では、もう１度考えてみたいと思います。 

委 員： 都市計画マスタープランに反映することが不可能だという意味は２つあると思う。

１つは都市計画的に不可能だという意味であり、2つ目は制度的に不可能であると

か、あるいは完全な夢物語であるなど現実的に不可能だということである。そうい

う意味で、コミュニティに関しては都市計画的に限界がある一方で、社会福祉、あ

るいは教育に関しては、市としては対応可能な部分があるのではないか。ワークシ

ョップで貴重な情報をいただいたので、そういうものを関連の部局にもぜひ見てい

ただくとか、検討していただくことは考えているのか。 

事務局： 各部局との議論の場として作業部会があります。今後、情報として各支所でのワ

ークショップでの意見を作業部会のほうにも流すことは可能ですので、意見を集約

した上で取り組んでいきたいと考えています。 

委員長： ワークショップの結果は、事務局で整理していただき、次の地域別構想でも内容

に関してご議論いただきたい。また、２人の委員から指摘があったような文言をも

う少し修正を加えたらどうかというご意見をいただけたらと思う。 
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  また、福祉や教育にかかわるものについては、事務局のほうで作業部会に出して

いただくとともに、このような議論は総合計画の中でも議論されているので、そち

らのほうにも反映していけたらと考えている。 

 

（2）協議事項 

①地域別構想原案  （資料1、参考資料） 

 

事務局： 協議事項①の説明 ―省略― 

 

委 員： 第 2回地域別まちづくりワークショップを実施されたのが６月、７月ですが、水

害の後であればもっと多く河川改修の話が出てきたのではないかという気がする。

水害のあった地域の河川、例えば竜泉寺川や更紗川、伊賀川、青木川、小呂川とい

った河川においては今後どのような取り組みを行なっていくのかお聞きしたい。 

事務局： 地域別構想に記載されております河川につきましては、河川改修を進めて行く予

定ですが、ここに記載のない河川につきましては、災害があったということで、今

後、改修計画を立ててまいります。この作成まで若干時間がございますので、急遽、

河川部局等々と協議をし、今後改修をしていくという方向であれば、できれば記載

したいと考えておりますので、次回の委員会でそのあたりをお示ししたいと思って

おります。 

委 員： 大平支所管内で実際に水害のあった地域はどこかを大平支所に出向いたときに尋

ねたのだが、支所ではわからないとのことだった。都市計画とは直接関係ないが、

万一の水害のときにはやはり一番地域の方と密着しているのは支所であるので、支

所で地域の災害に対する情報を得られるようなシステムをぜひお願いしたい。そう

でなければ、本来の支所の役目を果たしていないのではないかという気がするので、

都市計画とあわせて、そういった体制もぜひ検討願いたい。 

事務局： 貴重なご意見を大変ありがとうございました。今回の災害につきましては、それ

ぞれの部局が災害の調査をしております。そういうものを図面に落としまして、こ

れまで大きな災害を視野に市民の皆様にお知らせしていました災害マップやハザ

ードマップとは別に、実際、今回の豪雨による浸水被害区域がわかるような資料を

支所ごとに備えつけることを目指して対応したいと思っております。 

委 員： 今回の水害の際には、以前に市からいただいた洪水ハザードマップを見ながら被

災地域を確認したのだが、その数日後に地震が発生した際に二次災害の危険性を感

じて土砂崩れのハザードマップを見ようと探したものの見つからなかった。私と同

じように紛失している家庭が多いと思うので、お金はかかるがこのタイミングで再

度配っていただくとありがたいと思う。 

事務局： 今回の災害も含めまして、今までお配りしたような資料も、お手元にない方もい

らっしゃるということでございますので、防災の行政的な見地から、改めてそうい
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うものを皆さんにお示しできるような形で、防災当局と協議をして進めてまいりた

いと思います。 

委 員： このたびの水害が災いを転じて上手く計画に盛り込めるように市民の声をできる

だけ多く聴取していただき、後に禍根のないような構想ができたらなと思う。 

それから、地域別構想のことだが、５５ページに六ツ美地区のまちづくり構想図

において、工業地と明示されている辺りは色々な企業があるが、その他に六ツ美地

区には優良農地が多くあり、農業投資もかなりされているものの、大規模なトラッ

クターミナルができて、無秩序に農地がつぶされているような感じがしているので、

計画性のある誘導を行なう等の検討が必要である。 

事務局： 今のご意見は市街化調整区域の優良農地の中のトラックターミナル、流通施設の

開発の関係だと思います。個々の開発については、農地、農用地の解除や農業との

調整を図り、開発許可の行政的な基準等に照らし合わせてできるものがありますが、

マスタープランにおいては、基本的に六ツ美地区の優良な農地は農業保全地と位置

づけ保全を図っていきます。 

委 員： 法的には当然手続きを取ってやっているとは思うが、全体的に見ると計画性の無

さを感じる。農家の方は、農産物の価格抑制や後継者不足により、農地を余し気味

ですので、高額な土地賃貸料を期待して開発に応じると聞いている。そのため、そ

れをそのまま放置しておけば、この先どうなるのかといった危惧をもっている。 

委 員： 都市計画マスタープランを作るときには、そこに住む人口というものをある程度

勘案したほうがいいのではないかと思うが、市街化区域、市街化調整区域の人口は

調査しているか。要は都市計画の目的とは地域ごとの市街化区域人口と市街化調整

区域人口を勘案した上で、市民にとって住みやすい快適な環境づくりをしていくこ

とではないのか。 

事務局： まちづくりということで、元来、都市計画の目的とします市街地の形成、また皆

様の生活しやすいまちづくりを進める区域として市街化区域がございます。また、

その中でも特に住宅に力点を置いた区域などを定めておりますが、実際に使われて

いない未利用地も多くありますので、そのような土地への積極的な住宅の誘導や住

宅集積地近くへの公共施設の誘致などを考えております。しかし、地域によっては

用地確保が難しいこともあり、多少なり、異質な面もありますが、全体の方向とし

ては、市街地で住宅を確保する方向で今後も進めていきたいということでご理解を

賜りたいと思います。 

事務局： 本日お配りした「岡崎市都市計画マスタープラン策定業務報告書」の中に、各地

域の問題点を明らかにするために、市街化区域内人口や市街化調整区域内人口密度

等の基礎的な指標を全部洗い出し、地域カルテを作成したうえで、問題点の選択を

行なうという形になっておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

事務局： 少し補足をさせていただきます。市街化調整区域の開発に対するマスタープラン

の役割という部分に関しまして、市街化調整区域での５ヘクタール以上の大規模住
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宅団地等の開発や工業系の開発でも技術先端型の特定のものを除いて規模の大き

いものは地区計画の決定が必要となってきておりまして、その場合、都市計画マス

タープランの位置づけが非常に重要になってきております。その場合、マスタープ

ランにそのような積極的な住宅地開発、あるいは工業系の開発の位置づけがなけれ

ば、基本的には開発は行なえません。必要があれば、例外として都市計画審議会等

にお諮りしたうえで、手続きを進めていくことになろうかと思っております。そう

いう意味で、今後さらに都市計画マスタープランの役割が非常に重要になると思っ

ております。 

委 員： ８ページの都市計画道路岡崎環状線のイメージ図が出ておりますが、この度の洪

水で名鉄の線路下の土砂が流れた場所は、この道路付近ではないかと思う。付近に

は学校があり、朝は通行制限等を行っており、踏切などで激しく渋滞しているので

道路整備は非常にニーズの高い事業だと思うが、十分な安全対策を取った上で工事

されることを希望する。 

 また、私どものある会員企業の方から、現場へ来てほしいということで出かけて

みると、２ｍ近く水没しており、機械から、工場からすべて大変な状態になってい

た。色々な条件があると思うのだが、周辺を見渡してみると、中央総合公園やその

他様々な開発があるように見受けられた。今回の大きなテーマでもある（仮称）額

田インター周辺の開発においても、今回の経験が生かされることをぜひお願いした

いというのが1点である。 

 それと、１つは質問であるが、大規模集客施設の郊外立地の抑制について、総合

計画のパブリックコメントの中では、商工業という区分の中だったと思うが、「大

規模小売店舗については郊外立地を規制し、計画的な規制誘導を行い」という文章

を拝見した。一方、以前に出された中心市街地活性化基本計画の中では、「準工業

地域の立地制限の必要性は薄い」というような表現になっていたので抑制に関する

考え方について伺いたい。 

 ３つ目として、印象だけ述べさせていただくが、総合計画の中で「都心」という

表現がされており、中心市街地からＪＲ岡崎駅にかけての非常に広い範囲を「都心」

という表現で、都市機能の充実をさせていくということが書かれており、これに関

しては理解できる。しかし、現実には１１月にイオンが増床してイオングループ最

大級の店舗としてリニューアルオープンを予定していることや、付近では将来の発

展を見込んで新たに銀行が出店したことに加え、合同庁舎、市のシビックセンター

が位置していることやホテル整備等を含めた駅周辺整備など、圧倒的にＪＲ岡崎駅

からイオンにかけての周辺の開発が凄まじい勢いで進んでいるという印象を受け

る。 

 また、中央地域のまちづくり、それからその次の岡崎地域のまちづくりというと

ころで、拠点という項目の一番初めに同じように「多様な機能の集積強化」とある

わけだが、中央地域では「西三河の広域拠点にふさわしい」という枕詞が書かれて
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いる一方で、岡崎地域の中ではそういう表現がない。同じように、先ほど配付いた

だいたワークショップ結果の拠点像に関する項目の見出しにおいて、岡崎地域では

「４０万都市にふさわしい」と大きく出るわけだが、本庁地域では、高齢者に関す

る記述や商業施設が足りなくて生活に困っているなどの記述がある。このことから、

両地域の動向からすると中央地域で「西三河の広域拠点」という表現を用いること

は、今の動きとは合致していないのではと思う。 

事務局： まず１点目の災害の問題につきまして、我々もまだ災害の全体像は把握し切れて

いないのですが、広田川水系や鹿乗川水系、伊賀川など大きな浸水被害があった河

川では河川改修率が１００％行っていないところがありますので、河川改修を進め

ていき、今の確率降雨で改修が終われば浸水被害がかなり軽減されるものと思われ

ます。それだけでは十分ではなく、地形的に低いところもありますので、土地利用

上の配慮など都市計画として望まれるところですので、都市計画部局としては取り

組んでいきたいと思っております。 

 ２つ目の大規模集客施設、基本的に店舗面積１万㎡を超えるイオンのような施設

ですが、新たに駅周辺以外に大規模店舗の立地が可能なような商業地域、近隣商業

地域及び準工業地域などを今後指定していくことはありません。仮に新規に準工業

地域を指定する場合は、地区計画等で大きなものが建たないような制限を行なって

いくことが県の方針でもありまして、岡崎市も同様の方向で考えております。既存

の準工業地域に対する特別用途地区等での制限につきましてはまだ方向性は固め

ておりません。三大都市圏外で中心市街地活性化基本計画の認定を得るためには準

工業地域の制限が必要になっておりますので、豊橋市などはそのような特別用途地

区を定められましたが、岡崎市と同じ条件ではないと考えております。 

 それから、３つ目の市の進めている中心市街地活性化は康生及び東岡崎地区を中

心に考えておりますが、現実にはイオンの位置は、大きく捉えるとＪＲ岡崎駅と東

岡崎駅を結ぶ軸線上にあるかと思うのですが、現実の商業集積とマスタープラン、

総合計画の方向が少しずれているのではないかとの認識は私どもも持っているわ

けですが、やはり中心市街地の活性化を図っていきたいところですので中心市街地

についても何らかの対策を検討しているところでございます。 

委 員： まず全体を通してのお願いが1点と地域別構想の構想図について質問が３、４点

ある。 

まずお願いしたいことは、文章の表現、語句について、わかりやすくイメージの

しやすい形で、イメージをしにくいものについては説明をしっかりつけていただき

たいということが、この地域別構想に限らず、マスタープランに求められているこ

とだと感じる。そもそも、マスタープランというのは都市の将来の絵姿を行政側と

市民の方々が共有した上で、その実現に向けて取り組んでいくことになるので、市

民の方々にわかりやすい言葉を使っていただきたい。 

例えば２ページの「複合市街地」という言葉について「商業、住宅、工業系施設
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が混在し、各機能が調和しながら、良好な市街地環境を保全すべき地区」とあるが、

具体的に一体何をするのかということがわからないのではないか。 

 それから、１１ページの図で行くと、目標１の１「中心市街地の再生」という言

葉が一言で書いてあるが、具体的に何をやるのかといったようなこと、あるいは１

８ページの目標３の１７「土地利用転換の適正な誘導」と１９の「適正な土地利用

の見直し」と似たような言葉が使われているのだが、具体的に何をするのかイメー

ジしにくいと思うので、全般を通じてイメージのしやすいような表現にしていただ

きたい。 

次に、具体的なところで、例えば構想図の中で２４ページの東名高速道路の下に

ブルーの丸と、その右下に網掛けの白っぽい丸があるが、ブルーのほうは工業用地

として今後開発が予定され、目標とされているのかなと思うのだが、これは市街化

区域に今後編入していくのかどうかを確認したいのと、市街化区域に編入する場合

でも、それ以外の手法を取る場合にしても、財政状況を考えていくと行政コストを

なるべく減らしていかなければいけないだろうということで既存ストックを活用

できるようなところ、例えば高速道路のインターの周辺や幹線道路の沿線ならば開

発は望ましいかもしれないが、そうでないところで、新たに道路を建設するという

のはとても無駄なことだと思うのでご見解を伺いたい。 

それから、その右下の白い丸は一体何を示しているのかを伺いたい。 

次に、３２ページの１３番、東部工業団地の市街化区域への編入に関してだが、

やはりここでは丸という形ではなくて、実際の形で示したほうがいいと思う。 

それから、４０ページの４番「岡崎豊田線の整備」に関して、沿線が白っぽい形

になっている。ここは「その他(市街化調整区域)」だと思うのだが、２ページを見

ると「その他(市街化調整区域)」の定義は、クリーンセンター、大学のように森林、

農地など以外の用途でまとまった土地利用がされる地区となっている。この地域は

クリーンセンター、大学のイメージとは違うと思うので、現在の土地利用の状況を

見ながら、もう少しわかりやすい表現にしたほうがいいのではないか。 

最後に、４０ページ７番のブルーの丸についても、市街化区域に編入される予定

なのかどうかということと、いずれにしてもこの地域が既存ストックを活用できる

ような地域として望ましい位置なのかということを確認させていただきたい。 

事務局： まず、「複合市街地」の定義は「商業、住宅、工業系施設が混在し、各々の機能

が調和しながら、良好な市街地環境を保全する地区」となっていますが、対象とす

る施設が少し多すぎるかと思いますので、ゾーニングの性格が明らかになるように

再度検討したいと思っております。また、「その他(市街化調整区域)」につきまし

ても、既存の大規模集落等がありますので、その辺との兼ね合い等、今後検討させ

ていただこうと思っております。 

それから、丸で表記しているところも、例えば具体的に線引きするところと、農

林調整等、固まり次第できる範囲で区域は明確に落としていきたいと思っておりま
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す。 

また、文章表現につきましても、まだ書き切れないところ、抽象的な表現になっ

ているところもありますが、これも市として施策がまとまったものについては具体

的に書いていきたいと思っております。 

最後に、大規模な開発については、我々も極力既存ストックの開発をと考えてお

りまして、インターや既存の道路の活用できるところを考えており、インターから

何キロ圏などに制限されてきます。山の中に作るものに関しては、既に決まってい

るプロジェクト以外では基本的には考えておりません。 

事務局： ４０ページの「その他(市街化調整区域)」につきましては、農地や森林、公園、

緑地等ではなく、この地域には住宅が密集しておりまして、その判断から、「その

他(市街化調整区域)」というような形にさせていただきました。２ページの表示を

もう少し修正していきたいと考えております。 

それから、２４ページの青い丸は既存の工場団地でございまして、葵工場団地の

部分でございます。 

次に、２４ページ右下の丸で囲まれた「その他(市街化調整区域)」につきまして

は、大学や高校が集まった部分でございまして、現状あるものをここに表示をして

あるということですので、ご理解をいただきたいと思います。 

また、４０ページの７番の新たな工場用地や３２ページの１３番の東部工業団地

のように、形もある程度明確にすべきであるとのご指摘でございますので、できる

限り対応していきたいと思いますが、４０ページの７番「新たな工業用地の確保」

につきましては確定したものではございませんので、明確な表示は難しいと思いま

す。３２ページの１３番「東部工業団地の市街化区域への編入」につきましては、

ある程度具体化されてきておりますので、可能な範囲で表示できたらと思っており

ます。 

委員長： 今後を含めて、表示の仕方ももう少し工夫すべきとのことですので、これは事務

局と一緒に努力させていただきたい。 

委 員： この都市計画マスタープランで提案、設定していただいた目標が市民の方々の感

覚や意識とフィットしているかどうかを確認していただきたいと思う。参考資料の

計画策定までの流れによると地域別の説明会が今後予定されているが、説明会で得

られた市民意見を参考に、マスタープランを修正あるいは加筆されていく予定なの

かどうかを伺いたい。 

事務局： 地域説明会の中でいただいた意見に関しましては、マスタープランへの反映が出

来ない意見を除いて、必要だと思われる意見はできるだけ反映していくべきだと思

いますので対応していきたいと考えています。 

委 員： 先程から、現実と即しているのか、あるいは自分たちの感覚から見たらどうなの

かという意見が非常に多いと思うので、都市計画マスタープランとして取り入れる

ことが可能なものに関してはご考慮いただきたいと思う。 
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委 員： 今回、我々には最後の構想図だけでご説明いただいたが、この構想図が、マスタ

ープランを的確にあらわしているかという意味ではわかりにくいかなと思います。 

基本的には地域別構想では、まず目標、方針を説明いただいて、それぞれの具体

的な内容を説明いただくのかなと思うが、目標も方針も非常に抽象的で、市民の

方々は自分の地区の将来像をイメージできないのではと思う。その方針の中に具体

的な施策として駅周辺整備、道路整備、バス停整備などが挙げられており、これは

非常に明確でよいと思うのだが、それらが構想図のほうでは見えてこない。これは

すごく難しいと思うが、この構想図１枚でまちの将来像が見えることが望ましいと

考える。 

例えば、２４ページ目標１の１「生活利便機能の集積」に関して、詳細は２１か

ら２３ページに書かれているとは思うのだが、これだけ見るとイメージが湧かない。

説明のときに構想図と詳細をあわせて説明していただくことが必要なのかもしれ

ないが、いずれにしても地域の皆さんが自分のまちの将来像をイメージし、その将

来像を実現するためのビジョンを持てるようにしていただくことが望ましいので

はと考える。わかりやすさという観点で表現を工夫していただきたい。 

それと、防災に関して、今回の豪雨は時間雨量１４７ミリという想定外の雨量で、

これを防ぐような社会基盤を整備するには莫大なお金が必要になるとはいえ、最近

の異常気象をも想定した計画が必要な時代に来ているのではと思う。 

     河川の計画に関して、先ほど洪水ハザードマップの話もあったが、土地利用計画、

と都市計画との整合性は取れているのか気になっている。整合が取れているなら問

題ないのだが、そうでなければ、この機会に確認願いたい。また、思い切った話に

なるが、インフラ投資を続けても災害の危険リスクが高く、それに見合っただけの

効果が得られないような地区では、場合によっては都市計画マスタープランによっ

て、あるいは土地利用計画によって、将来的に撤退を考えることもありうるのでは

ないか。 

事務局： 今後、２回の委員会を終えた後、地域別の説明会に入ってまいりたいと考えてお

りますが、ご指摘をいただきましたように、わかりやすさは非常に大事なことだと

思っておりますので、構想図とあわせて、地域ごとにわかりやすい資料を作ってい

きたいと考えております。この場で明確な改善方法は申し上げられませんが、わか

りやすさに重点を置いた資料作りを進めていきたいと考えております。 

事務局： 防災上の観点から、場合によっては逆線引きといいますか、市街化区域を市街化

調整区域に戻す発想があってもいいのではないかというご意見をいただきました

が、基本的には新たに市街化区域に編入する場合は、原則として、防災上危険な場

所は編入しないことになっております。既に入っている市街化区域(昭和４８年ま

でに編入された区域)において、まだ安全性が確保されていないところがあります

が、河川事業を進めるとともに、今後、区画整理及び河川事業、遊水地事業を複合

的に進めて、安全な市街地を目指して整備を進めているところもあります。今後、
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場合によっては防災上の観点から市街化区域を市街化調整区域に戻すというのも、

人口減少に入っていく局面の中で、必要に応じて県とも協議して考えていくことも

あるかと思いますが、現時点ではそこまでは至っておりません。 

委 員： 今回の水害で浸水被害が出た地域は、昔から岡崎に住んでいらっしゃる方なら、

土地が低いことや元は田んぼだったなど浸水被害が出る可能性の高い場所である

ことをご存知だったと思う。この機会に自分の家は無事でよかったと思うのではな

く、コミュニケーション作りなど何らかの行動を起こすきっかけにしなければいけ

ない。 

それともう１つ、人口減少の件だが、２０２５年をピークに人口減少が始まると

言われている。岡崎市はもう少しピークがずれるという話は聞いているが、将来の

人口減少を念頭に、成長管理を行ないながらの都市計画が必要であると考える。こ

こで教えていただきたいのは「成長管理」という言葉と「逆都市化」という言葉も

あるかと思うのだが、それを現実には人口が増えているところにうまく対応させて

いくというのは可能なのか、それから、我々市民にどのようなメリット、デメリッ

トがあるのかについて、生活レベルの話も教えていただければありがたい。 

委員長： そのほかでもしご発言があればお伺いした上で、今のご質問に簡単にお答えしよ

うかと思っているがいかがでしょうか。 

     たくさんのご意見をありがとうございました。市民意見を反映しようということ

で、市民委員の皆さんにも市民感覚でご発言いただいた。その意見については大い

に反映させていただきたいと思う。 

冒頭申し上げたように、市民の財産や生命を守ることは都市の基本ではあるが、

一方で、言葉は非常に単純で申し訳ないが、ある意味非常に格差社会が進んでいる

と思う。これは様々なレベルで起きていると思う。都市計画においても、人口が微

増しつつあるという岡崎市にあっても、地域によっては非常に高齢化が進んでいる

場所、旧市民と新市民と言ってはいけないかと思うのだが、そのような方が混在す

る場所、あるいは外国の方々が多くいる場所、いろいろあるかと思う。近々住宅マ

スタープランを策定していくということになっているが、その場合に、岡崎市の人

口増の主たる要因というのは自然増ではなく、やはり社会増であろうと思っている

ので、そういう方々にいかに住宅を供給していくか、どんなタイプのものをどの場

所に配置するかということで人口再配分の可能性も大いにあると思う。   

今回の地域別構想では、例えば自動車交通からの脱却ということで、レンタサイ

クルや自転車システムなど、従来言われなかったようなことも書いていただいてい

るというのは評価できると思う。ただ、委員の皆さんからわかりづらいところがあ

るとの指摘をいただいたが、この委員会にかけさせていただく前に事務局の構想図

を拝見したときに、特に工業団地の丸については、大きさや位置、確定なのか既定

なのかなど、あまり凡例を作ると逆にわかりづらいということもあり、この程度に

とどめ置いた。ただ、市民の方々は、市民感覚で構想図を拝見されながら、自分の
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都市づくりに対するイメージをお持ちだと思う。その中で、先ほど指摘があったが、

２４ページ構想図の計画の内容、１番から１２番というのがあるが、これは前のペ

ージと少しつながりにくい場所もあるので再整理していただきたい。例えば２４ペ

ージの表の中の目標３だと「１０農地等の保全」、「１１集落環境の維持・向上」、「１

２高齢化や人口減少が著しい集落対策」と書いてあり、２３ページの目標３と対応

しているはずだが、「方針１ 潤いのある水辺環境の整備」が、２４ページの１０、

１１、１２に入ってこないので、例えば方針を大きく取りつつの具体的な事業とし

てこれだけが当面先行するのか、それだけしかないのかなどの整理をもう少しされ

たほうがわかりやすくなるのではないかと思う。 

あと、文言上の「てにをは」の修正やもう少し概念でわかりやすいところがある

かどうかについてはもう一度皆さんにご確認いただきたい。また、指標の「道路率」

は市街化区域面積に対する道路用地の割合とすると市街化調整区域が地域の中に

非常に多い場合には捉え方が難しくなる。この指標もあってもいいのだが、もう１

つ別の指標があってもいいかと思う。その理由は、例えば額田地域は都市計画区域

に入っていないので、道路率のところは真っ白である。そうすると、道路がないの

ではないかと市民の方は見てしまうかもしれない。そのような誤解を防ぐためにも、

もう１つ別の指標でもいいので検討いただいてもいいかと思う。 

それから、最後にもう１つ、額田地域も今回の区分の８区域の中に入っていたが、

都市計画区域ということは当面検討していないが、都市づくりの方針としては入れ

るということで、参考資料の委員会の１０の横にあるオレンジ色の「額田地域の都

市計画方針（都市計画マスタープランとの整合性の確保）」と記載があるが、これ

についてはどういう結論を用意しており、次回の素案、委員会の１０回目にはどう

いう形で提示されるかを予定も含めてもう少しご紹介いただきたい。 

おそらくこの委員会で、額田地域の都市計画方針、県の対応等もありますので、

５キロ圏内の大まかな方針なのか、それとも、あまり具体的になると、残りの地域

の地域別構想と少し温度差ができてしまうこともありますが、（仮称）額田 IC整備

に伴う開発圧力をも踏まえて、より具体的な方針を示していくのかご説明いただき

たい。 

事務局： 現在、愛知県と岡崎市の都市計画編入に関して協議の最中でございます。また、

先月の３０日に市の素案について地元説明会を行なっております。その該当地域の

住民の皆さんには、市として都市計画区域への編入を考えている地域をお示しして

おりますが、今後は各町単位で説明を行なった後、額田地域にある各企業にも説明

を行なう予定です。その上で、各個人の相談にも対応しながら、市の素案として県

に上げていきたいと考えております。 

それらを含めまして、ある程度都市施設としてどのようなものを整備していくか

という話が出てまいりますので、県との調整の中でお示しのできるものは策定委員

会にお示しをしていきたいと思っております。 
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委員長： 非常にきめ細かく額田地域の方々に対応していただいているが、地域別構想の原

案に対する額田地域の都市計画方針としては、具体的な計画ではなく、方針という

形で今回の素案には載せていくということか。そういう作業が、かなり時間も体制

もかかると思うので、素案としてはここにあるような形が原則ということでよいか。 

事務局： まちづくりの構想図の中には、住宅地、工業地など基本的な考え方がありますの

で、これをベースに今後進めていきたいと考えております。 

委員長： 第１０回策定委員会には今日ご指摘いただいた修正点、それから市民の方々から

の意見、さらには今回の災害に対する河川、防災等の関連事項も含めて、また修正

をかけていただき、額田地域の都市計画方針をさらにブラッシュアップして、また

お示しするということでよいか。 

特に、先ほど申し上げたように、字句の訂正や表現については、また事務局に個

別にご相談いただきたい。 

 

以上 


