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第2回地域別まちづくりワークショップの結果 

（１） 「地域別まちづくりワークショップ」の目的 

岡崎市の都市計画マスタープラン策定にあたっては、市民参加に留意して計画づくり

を行なっています。今後、全体構想に示された都市づくりの基本方針を受け、地域の目

標を明らかにしていく作業を進めていくうえでの基礎資料とするため、各地域にお住ま

いの方々の意見、意向を収集しました。 

 

（２） 概要 

○ 開催日時と場所 

日時 場所 対象地域 参加者数 
地域別構想

の地域名 

6月27日(金) 

19：00-21：00 
南部市民センター分館 岡崎支所区域 11名 岡崎地域 

6月29日(日) 

10：00-12：00 
大平市民センター 大平支所区域 12名 大平地域 

6月29日(日) 

14：00-16：00 
ぬかた会館 額田支所区域 8名 額田地域 

6月30日(月) 

19：00-21：00 
市役所福祉会館 本庁区域 21名 中央地域 

7月5日（土） 

10：00-12：00 
六ツ美市民センター 六ツ美支所区域 10名 六ツ美地域 

7月5日（土） 

14：00-16：00 
矢作市民センター 矢作支所区域 13名 矢作地域 

7月6日（日） 

10：00-12：00 
岩津市民センター 岩津支所区域 14名 岩津地域 

7月6日（日） 

14：00-16：00 
東部市民センター 東部支所区域 9名 東部地域 

延べ参加者計（4会場に参加された方が１名いました） 98名  
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（3）各地域のまとめ 

岡崎支所区域 （岡崎地域） 

ワークショップ

が求める地域

の拠点像 

◇40万人都市にふさわしい南の玄関口のまちづくり 

・建物だけの整備でなく、子供が安全、安心に遊べ、また、人生の達人と若者の交

流を可能にする拠点づくりを目指す。[ 地域別構想 15 ページ 目標 1 方針 1]  

・市民の健康づくりをサポートする屋内外の施設を有する拠点が必要である。 

・拠点づくりに向けて、若者の計画、運営への積極的な参加が必要である。 

・ＪＲ岡崎駅が南部の中心としてふさわしい拠点にする。[ 地域別構想 15 ページ  目

標 1 方針 1、2、3]  

求められる基

盤整備・市街地

整備 

◇岡崎駅を中心とした東西一体化のまちづくり 
・JR 東海道本線による東西の地域分断を解消する必要があり、それにより東西の繋

がりを強化し市街地のバランスよい発展を目指す。[ 地域別構想 15 ページ 目標 1 

方針 3]  

・岡崎幸田線、岡崎碧南線、更には東西を繋ぐ道路に自転車道、歩道を整備し交通

弱者にも安全なまちづくりを目指す。[ 地域別構想 16 ページ目標 2 方針 1、3]  

・岡崎駅周辺に公共駐車場を整備することによってアクセス、安全性を向上させ、

利用者の利便性を図るとともに、愛知環状鉄道の利用しやすさを確保する。[ 地域

別構想 16 ページ 目標 2 方針 2]  

・岡崎刈谷線の拡幅、岡崎環状線を早期に整備し、朝夕慢性的に発生する交通渋滞

の解消を目指す。 [ 地域別構想 15 ページ 目標 1 方針 3]  

・バスの小型化により、循環バスの増便、路線の充実 ( 東岡崎・岡崎間等 ) を図り、き

め細やかなバスサービスを行なう。[ 地域別構想 16 ページ 目標 2 方針 2]  

・遊水地や公園等の整備、管理を適切に行ない、また、街路樹が大きく日の光を遮

るなどの問題があるため中木への植え替え等を検討する。 [ 地域別構想 16 ページ 

目標 2 方針 3、遊水地については大平地域の 22ページ 目標 2、方針 2]  

土地利用及び

規制・誘導 

◇適切な土地利用によるまとまりあるまちづくり 
・未決定の事業も含めて区画整理事業を促進し、まとまりのあるまちづくりを行な

う。 [ 地域別構想 16 ページ目標 2 方針 3]  

・大規模ショッピングセンターや娯楽施設がオープンしていることから、今後、集

客施設の立地対策として規制、誘導等による対策が必要である。 [ 地域別構想 17

ページ 目標 3 方針 1]  

・ベットタウン化の対策が必要である。 

その他 

◇ 子供から高齢者まで安全、安心のまちづくり 
・独居老人の増加に伴い、有事の場合等を想定し地域ぐるみで高齢化対策を検討す

る必要がある。 

・子供の健全育成に向けた教育、安全対策のために、パトロール等による地域の見

守りや防災組織による防災対策などを家庭、学校、地域とで連帯して行なう。 

・コミュニケーション不足を解消する機会及び場の創出が必要である。 
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大平支所区域 （大平地域） 

ワークショップ

が求める地域

の拠点像 

◇地域特性を活かした「身近」な拠点づくり 
・場所の選定や施設計画、施設内容を十分に吟味した上で集まりやすい空間として

の機能を持つ施設整備をする必要がある。 [ 地域別構想  21ページ 目標 1 方針 1、

3]  

・拠点整備においては駐車場整備が必須条件と考える。  

・地域の豊かな自然を活用した自然学習の場としての機能を持つ拠点として整備す

るべきである。  

・広場など気軽に使える「身近さ」をテーマに世代間の交流機能を持つ場にする必

要がある。[ 地域別構想  21ページ  目標 1 方針 1、3]  

求められる基

盤整備・市街地

整備 

◇美合駅周辺の整備を軸とした自然共生型まちづくり 
・歩道や照明施設、街路樹の整備及び管理、道路の拡幅や交差点改良等により歩行

者、自動車利用者の両者にとって安心して利用できる道路整備を行なう必要があ

る。 [ 地域別構想  22ページ 目標 2 方針 2]  

・美合駅及び駅周辺の商店街活性化に向けた商業施設の誘致や鉄道利用者の送迎施

設も含めた駅前広場の整備を行なう必要がある。[ 地域別構想  21ページ  目標 1 方

針 1、3]  

・美合駅周辺市街地については商業施設の充実と交通施設の整備を目的とした計画

的な面開発を実施するべきである。[ 地域別構想  21ページ  目標 1 方針 1、2、3]  

・河川改修による親水空間の創出等により水辺環境の維持、活用を図り、自然を身

近に感じられる地域とすべきである。[ 地域別構想  22ページ  目標 2 方針 2]  

土地利用及び

規制・誘導 

◇快適な居住空間づくり 
・遊水地南側に地域の利便施設を整備するなど「みんなの地域」だと意識できる生

活利便性確保に目を向けるべきである。 [ 地域別構想 23ページ  目標 3 方針 1]  

・ヒューム管工場周辺の住環境に疑問を感じるため、工場移転を構想に入れた計画

的な土地利用計画の策定を行なうべきである。[ 地域別構想  21ページ 1 目標 1 方

針 2]  

その他 

◇ 地域住民同士のコミュニケーションづくり 
・住民のパトロールや管理への協力による子供の安全確保及び健全育成に努める。 

・不法投棄等のゴミ対策とともに漁協やホタルの会と協力してホタルの保護、育成

に努め、地域の資源である「自然」を保全する。[ 地域別構想  23ページ  目標 3 方

針 1]  

・市民協働の一環として、地域住民でまちづくりのアイデアを出して実行してもら

うように要望する。  

・住民の自主的な草刈や清掃活動を地域で協力して取り組むことで世代を超えたコ

ミュニケーション機会を創出する必要がある。  
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額田支所区域 （額田地域） 

ワークショップ

が求める地域

の拠点像 

◇豊かな自然を活かした守り育てる拠点づくり 
・おおだの森活動が展開されており、これを活かした拠点を考える。  

・小学校が地域活動の拠点として根付いており、それらを活かして子供の遊び場や託児所

など子育て支援を可能とする拠点づくりを目指す。[ 地域別構想  57 ページ  目標 1 方

針 1]  

求められる基

盤整備・市街地

整備 

◇第二東名高速道路（仮称）額田 IC を活用したまちづくり 
・人口減少対策として、大規模工場の団地化や自然を活かした研究施設の立地へ向

けた整備など環境に十分配慮した上での職住近接による人口定着を図り、地域活

力の向上を目指す必要がある。[ 地域別構想  59 ページ  目標 3 方針 1]  

・第二東名高速道路の（仮称）額田 IC 付近だけではなく、IC から離れた地域にも

ある程度の道路整備が必要である。  

・既存工業団地周辺の交通対策が必要である。[ 地域別構想  58 ページ 目標 2 方針

3]  

土地利用及び

規制・誘導 

◇第二東名高速道路（仮称）額田 IC 供用に伴う開発圧力への対策 
・額田の自然を保護しながらこれを活用した文化施設、水や土壌を汚さない施設の

立地誘導を図るべきである。[ 地域別構想  59 、60 ページ  目標 3 方針 1、3]  

・額田の豊かな自然を守るためにも、開発業者の勝手を許さないルール作りを進め

るべきである。 [ 地域別構想  59 ページ  目標 3 方針 1]  

・第二東名高速道路 ( 仮称 ) 額田 IC から 5km 圏に土地利用計画を策定する等、適切な

都市計画制度の導入により、土地の有効利用を図る。[ 地域別構想  59 ページ  目標

3 方針 1]  

・専業農家として生計を立てていけるように宅地とセットの農地整備が必要である。 

[ 地域別構想  60 ページ  目標 3 方針 3]  

その他 

◇地域の「つながり」を軸とした生活環境の維持 

・農業や消防活動などは後継者不足により地域住民の負担が増加し、それらの負担

を嫌って地域活動に参加しないという悪循環に陥っている。  

・後継者不足の影響として、山地の荒廃による獣害が深刻さを増しており、農業で

生活できるシステム等、後継者不足対策が早急に必要である。[ 地域別構想  60 ペ

ージ  目標 3 方針 3]  

・女性の意見が十分に反映されていないことを考慮して、女性によるまちづくりを

考えてみてもいいのでは。  

・額田は「地域のつながり」を大切にしている地域であり、今でも何かあれば地域

で集まるなど地域全体が PTA 的な立場に立っている。  
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本庁区域 （中央地域） 

ワークショップ

が求める地域

の拠点像 

◇幅広い世代が集まるコミュニティ機能を持つ拠点づくり 
『市街地部』  
・市街地部の中心に当たる康生地区には商業施設が少なく、高齢者にとって郊外型

ショッピングセンターは利用しにくいため、リブラに商業機能を導入し、集客性

の高い拠点施設として整備すべきである。  
『郊外部』  
・「農遊館」にスーパー、コンビニ等の商業機能やホール、図書館等のリブラが持つ

機能を誘致して郊外部の拠点にしてはどうか。  

求められる基

盤整備・市街地

整備 

◇市街地部と郊外部の特性にあわせた高齢者にも住みやすいまちづくり 
・康生地区では市街地部の中心としての賑わいの停滞に加え、住民の高齢化も進ん

でいることから、店舗と住居を併せ持つ高齢者マンションの建設や公共交通の充

実、周遊行動可能なエリアの整備等、高齢者をターゲットにしたまちづくりによ

り康生地区を活性化させる必要がある。[ 地域別構想 5、6ページ目標 1 方針 1、2、
3]  

・東岡崎駅及び周辺地区の整備を促進するとともに、駐車場不足の解消も併せて検

討する。 [ 地域別構想  5ページ  目標 1 方針 1]  
・市街地部には、戦前からのまち並みが残っている地区があり、地区内の狭隘な道

路には消防車や救急車がスムーズに入れないため、防災の観点からも再整備が必

要である。[ 地域別構想  9 ページ  目標 2 方針 3]  
・郊外部集落や団地と康生地区、東岡崎駅を結ぶまちバス路線導入や小型巡回バス

の導入など公共交通の利便性を向上させる。[ 地域別構想  8 ページ目標 2 方針 2]  
・緊急車両やゴミ収集車の円滑な通行の妨げの原因となる郊外部の狭隘な道路の再

整備が必要である。  
・市街地部における国道 1 号線の交差点を起点とした慢性的な交通渋滞への対策が
必要である。 [ 地域別構想  8 ページ  目標 2方針 1]  

・郊外部においては、住宅地、産業用地整備による人口定着を推進し、地域活力を

増加させる必要がある。  
・市街地部においては買い手のない空き家が目立っており、生活安全面からも住民

の定着が必要である。  
・中央地域を流れる伊賀川、乙川、矢作川は大切な資源であり、これらを活かした

親水施設を整備することで遊び空間を創出する。[ 地域別構想  7ページ  目標 1 方
針 4及び 10 ページ  目標 3 方針 2]  

土地利用及び

規制・誘導 

◇適正な規制・誘導によるバランスに配慮したまちづくり 
・岡崎城の城下町としての古いまち並みや路地裏の楽しさなど昔ながらの良さを活

かすためにもアクセントのある土地利用による景観保全に力を入れるべきであ

る。 [ 地域別構想  10 ページ 目標 3 方針 1]  
・土地所有者と上物所有者が異なる管理者問題や戦災で焼け残った地域の防災問題

の解決等の住居問題の解消に向けた取り組みが必要である。  
・大規模商業施設の進出は小売店の減少に繋がるので商業施設の適正な誘導が必要

である。 [ 地域別構想  10 ページ  目標 3 方針 1]  

その他 

◇子どもが安心して遊べるまちづくり 
・マンション住民の希薄な近所付き合いや外国人居住者問題等、町内のコミュニケ

ーションが不足している地域が多い一方で学区行事が盛んに行なわれている地域

もあることから、その差を是正する一案として、災害対策活動や伊賀川を守る会

等をコミュニティづくりのきっかけにしてはどうか。  
・車上狙い等の犯罪が多発しており、地域住民主導でパトロールを行なうなど更な

る防犯対策が必要である。  
・中山間地域だけでなく市街地においても、少子高齢化により小学生の減少が著し

く、そのため子ども会が成り立たないなどの問題が発生している。  
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六ツ美支所区域 （六ツ美地域） 

ワークショップ

が求める地域

の拠点像 

◇みんなが集まれる拠点づくり 
・充実した医療機能や社会教育、文化機能に加え、地域の情報発信機能を持つ拠点

にするべく、ふれあいドームの活用や道の駅の整備等、人口規模に見合った施設

整備をする。  
・地域内外からのアクセスを強化することで拠点機能を高める。  

[ 地域別構想  51ページ  目標 1 方針 1]  

求められる基

盤整備・市街地

整備  

◇高齢者の安心、安全に配慮したまちづくり 
『六ツ美地域北部』  

・新興住宅地内の狭隘な道路において交通事故が多発していることから、狭隘な道

路の改良や通過交通の流入対策等による安全確保が急務である。 [ 地域別構想  52
ページ  目標 2 方針 1]  
『六ツ美地域南部（中島地区）』  

・コミュニティ広場の整備や生活道路内のコミュニティ道路整備等の基盤整備が必

要である。[ 地域別構想  52ページ  目標 2 方針 1]  
・地域の資源である農地の保全にも力を入れるべきである。  

[ 地域別構想  53ページ  目標 3 方針 3]  
・岡崎市の南の玄関口として道の駅等のシンボル的な施設が必要である。  

[ 地域別構想  53ページ  目標 3 方針 3]  
『六ツ美地域中央部』  

・農村機能の維持安定化に加え、住民参加型の河川づくりにより広田川や占部川、

矢作川の親水化を目指す。[ 地域別構想  52ページ  目標 2 方針 2及び 53ページ  目
標 3 方針 2]  
『六ツ美地域全体』  

・通学路の安全確保や南北の円滑な通行の確保による渋滞対策が必要である。[ 地域
別構想  52ページ  目標 2 方針 1]  

・公的施設の駐車場の利活用が必要である。  
・まちバスの路線充実による公共交通の利便性向上が必要である。 [ 地域別構想  51
ページ  目標 1 方針 1]  

・アパートや新興住宅の増加に伴う住宅地問題への対応や昔からのまち並みを維持

することなどにより、静かに暮らせるまちにすることが必要である。  

土地利用及び

規制・誘導  

◇地域特性を活かした土地利用の促進 
『六ツ美地域北部』  
・新興住宅が増えているため地区計画等により無秩序な開発から地域を保全するべ

く土地利用の改善を講じる必要がある。 [ 地域別構想 53ページ  目標 3 方針 1]  
『六ツ美地域南部（中島地区）』  
・南部では歴史ある「悠紀斎田」の場を維持すべく農地保全に取り組む。[ 地域別構
想  53ページ 目標 3方針 3]  

・沿道の商業系の土地を住居系の土地に移行するなど適切な土地利用の誘導により

無秩序な開発から地域を保全する必要がある。[ 地域別構想  53ページ  目標 3方針
1]  

『六ツ美地域中央部』  
・中央部には優良な農地が広がっており、これらを維持するために農業機能の維持、

安定化と住宅環境の整備が必要である。 [ 地域別構想 53ページ  目標 3方針 3]  

その他  

◇顔の見えるつながりづくり 
・高齢者の増加に加え、空き家が増加していることから高齢者だけでなく子供の安

全確保のためにも防犯対策を軸としたまちづくりを行なう必要がある。  
・急増する新参住民との交流が希薄なため、コミュニケーション不足解消のために

も高齢者や子供が集える場を創出し、顔の見えるつながりづくりが必要である。  
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矢作支所区域 （矢作地域） 

ワークショップ

が求める地域

の拠点像  

◇交流・文化・交通拠点としての機能を持つ地域に根付く拠点づくり 
・地域の寄合いや話し合いの場としての機能を持つ既存の施設( 例えば、地域福祉センタ
ーや市民ホーム、サンピア岡崎 ) を拠点して位置づけ、使いやすい施設にすることで利
用効率を向上させ、拠点としての機能を持たせる。 

・医療施設や銀行、スーパー等の商業施設も必要であるが、支所や交流センターと

いった、交流、文化機能を有する拠点が必要である。[ 地域別構想  44ページ  目標
1 方針 1]  

求められる基

盤整備・市街地

整備  

◇地域分断の解消による南北地域の一体化のまちづくり 
・矢作地域は鉄道、国道 1 号線により南北に分断されているため、鉄道と道路の立
体化の検討や南北に通ずる道路の強化により、南北地域の一体化を図る必要があ

る。 [ 地域別構想  45ページ 目標 2 方針 1]  
・矢作川は地域の重要な資源であるとともに、過去には洪水による甚大な被害をも

たらしていることから、過去の教訓を活かすためにも鹿乗川や水路の改修、下水

道や広域避難場所の整備、町内の防災マップ作成等に住民も積極的に参加し、行

政との協働による防災性の向上が必要である。[ 地域別構想  46 ページ 目標 2 方
針 4]  

・生活道路への通過交通の流入対策や国道 1 号線の拡幅など周辺道路網全体を見据
えた一体的な開発が必要である。 [ 地域別構想  47ページ  目標 3 方針 1]  

・矢作橋駅を核とした公共交通網の確保が必要である。  
[ 地域別構想  44ページ  目標 1 方針 1]  

・名鉄バスの撤退を受けて、地域内循環や矢作地区の南北を繋ぐコミュニティバス

の運行や、乗り合いタクシーなど地域内公共交通の充実に加え、病院の出迎えバ

スの運行や市民相互の扶助で高齢者にやさしい交通体系の構築を目指す。  
[ 地域別構想  46ページ  目標 2、方針 3]  

土地利用及び

規制・誘導  

◇農地保全と健全な住環境の維持 
・矢作地域の特徴でもある田園風景の維持、食料自給のためにも JA 、住民も含めた
営農、農地保全に取り組み、農業の後継者不足に対応する必要がある。[ 地域別構
想  47ページ 目標 3 方針 3]  

・地域内の田園を防災や自然とのふれあい空間に活用し、地域の特徴を感じられる

まちづくりを行なっていく必要がある。 [ 地域別構想 47ページ  目標 3 方針 2]  
・人口の急増により急速に市街化が進行していることを踏まえて、スプロール化 

（無秩序な市街地の拡大）を防ぐためにも農地と住宅地が調和した地域づくりを

目指す必要がある。[ 地域別構想  47ページ  目標 3 方針 1、3]  
 

その他  

◇地域住民のコミュニケーションづくり 
・新住民と旧住民、特に若者とのコミュニケーションが不足しているため、地域内

のコミュニケーションを大切にする必要がある。  
・豊かな自然が多く残る一方でゴミ問題も深刻になりつつあることから、今ある自

然を後世に残すためにも地域を挙げて環境問題に取り組む必要がある  
 



8  

 

岩津支所区域 （岩津地域） 

ワークショップ

が求める地域

の拠点像  

◇商業機能と世代間交流機能を融合した拠点づくり 
・商業施設が不足しているため、大型商業施設の誘致等により商業機能を有する拠

点づくりが必要である。  
・多世代が交流可能な拠点にするべきである。[ 地域別構想  36 ページ 目標 1 方針

1]  
・岩津地域としての拠点だけでなく町内ごとの拠点があってもいいと思う。  
・地域住民の連携の場をつくり、基盤整備や文化・資源等について議論する場にして

欲しい。[ 地域別構想  36ページ 目標 1 方針 1]  

求められる基

盤整備・市街地

整備  

◇地域特性に応じた基盤整備による交通問題の解消 
・国道 248 号線の通過交通と団地、工場の通勤交通に起因する交通渋滞に加え、路
上駐車が後をたたず住民生活に大きな影響を及ぼしているため、これらの交通問

題を抑制する方策を考える必要がある。 [ 地域別構想 37ページ  目標 2 方針 2]  
・高齢者が多い地域ではまちバスの増便や乗り合いタクシーの運行等により公共交

通の利便性を高めるとともに、安全なバス停の整備等により公共交通利用時の安

全性を高め、高齢者にやさしい公共交通を整備する必要がある。 [ 地域別構想  37
ページ  目標 2 方針 4]  

・山間部の道路整備や歩行者空間の環境整備、岩津地域と豊田市を繋ぐ道路強化等、

それぞれの地域に即した道路整備が必要である。[ 地域別構想  37ページ  目標 2 方
針 2]  

・地域内の神社、仏閣などの文化財をネットワークして文化、観光振興の促進を図

る。 [ 地域別構想  38 ページ 目標 3 方針 2]  
・地域住民が積極的に話し合いの場を持ち、基盤整備や市街地整備に積極的に参画

できる環境づくりが必要である。 

土地利用及び

規制・誘導  

◇中間世代が残りたくなるまちづくり 
・少子高齢化への対応として世代間の交流機会の創出、中間世代が残りたくなるよ

うなまちづくりを行なう必要がある。  
・市街化調整区域を一部市街化区域に編入するなど、土地利用コントロールの適正

化により適切な住宅地、商業施設の整備を行なう必要がある。[ 地域別構想  37 ペ
ージ  目標 2 方針 3]  

・民家やスーパー等の商業施設を建てられるように上位計画を変えていく動きが必

要である。  

その他  

◇地域問題の解消にむけた世代間のつながりづくり 
・高齢化による農業従事者の減少が山や農地の荒廃を招き、獣害の原因となってい

ることから早急な対策が必要である。  
・農家の高齢化を踏まえて農業経営の効率化、組織化、近代化を図っていく必要が

ある。  
・アパートやマンションの増加により、住民同志の交流が希薄になったことで自分

の地域を守ろうと意識する人が減り、地域への愛着を持つ人も少なくなってきて

いる。  
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東部支所区域 （東部地域） 

ワークショップ

が求める地域

の拠点像  

◇居場所空間の創出を軸とした隣接地域との連携による拠点づくり 
・隣接する額田地域や幸田町、蒲郡市と連携した学術田園都市機能を持つ拠点とし

て整備する。  
・拠点に必要な施設は何か、また、それらは既存ストックの活用で十分か否かなど

をパブリックコメントで広く意見を聴いて拠点整備に活かす為にも住民の参加交

流機能が必要である。  
・額田地域との繋がりや東部支所地域内には大平支所地域との繋がりが強い地域が

あることを考慮して、隣接支所・市町との連携による交流機能を拠点に求める必

要がある。[ 地域別構想  28 ページ  目標 1 方針 1]  

求められる基

盤整備・市街地

整備  

◇基盤整備を軸とした高齢者にもやさしいまちづくり 
・通勤、通学時の渋滞解消や安全性確保のためには歩道の改良及び拡幅、沿道の清

掃や自転車道の確保等、住民の生活上の視点に立った道路空間整備が必要である。 
[ 地域別構想  30 ページ  目標 2 方針 1]  

・高齢化が進み、独居老人が増えていることからも高齢者福祉の観点から公共交通

等の移動手段の充実及び確保を図る必要がある。[ 地域別構想  29 ページ  目標 1 方
針 3]  

・東部工業団地や国道 473 号の影響による周辺環境の悪化や災害時のリダンダンシ
ー（代替交通の迂回路）の確保の観点からもバイパス整備が必要である。[ 地域別
構想  30 ページ  目標 2 方針 1]    

・里山を背景にした空間整備や歴史的街並みとして整備をしてはどうか。[ 地域別構
想  31ページ 目標 3 方針 1]  

・駒ヶ滝への遊歩道や小規模な広場や藤川の「道の駅」整備等により 3 世代の交流
を可能にする場を創出してはどうか。[ 地域別構想  28 ページ  目標 1 方針 2]  
・猿田池や鉢地川の水辺空間の環境美化及び安全確保により子供たちが集い、自然に

触れ合える空間が必要である。[ 地域別構想  31ページ 目標 3 方針 2]  

土地利用及び

規制・誘導  

◇適切な土地利用の促進と里山を背景にした空間整備 
・今のままでは本宿駅周辺が歯抜けのまちになるのではという心配があるため、的

確な土地利用の促進が必要である。[ 地域別構想  28 ページ  目標 1 方針 1]  
・本宿駅周辺の一部の住宅では建蔽率の問題等で家を建て替えたら住めないという

問題が出ているので対策が必要である。  
・北山湿地の保全等、自然環境の保全対策が必要である。[ 地域別構想  31ページ  目
標 3 方針 2]  

・耕作放棄により山林が荒廃し、その影響で本宿付近では猿害に悩まされているた

め早急な対策が必要である。[ 地域別構想  28 ページ 目標 1 方針 2]  
・国道 1 号線から離れた地域では『都市計画』とは無縁な気さえするため、地域全
体を見渡した計画を練る必要がある。  

その他  

◇住民の自主的な活動によるまちづくり 
・草刈や環境美化、地域発展のためのアイデア出し等、住民が出来ることは積極的

に行なっていく必要がある。  
・チカンの出没など物騒なことが起きており、子供だけでなく地域住民の安全確保

のため、住民の自主的なパトロールなどによる防犯対策に力を入れている。  
・工業団地の工場と近隣住民との調和を図り相互理解を深めてトラブルの発生を未

然に防ぐなどの策を講じていく必要がある。  


