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第１０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 12 月 16日 午前 10 時 00 分～午後 0 時 10 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 

〃 大河内 益夫 愛知県西三河建設事務所 企画調整監 

〃 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 

〃 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 廣   〃 

〃 林 加代子   〃 

（２）欠席委員      

委員 荻野 里富 岡崎商工会議所 事務局次長 

〃 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 

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 

岡崎市都市計画マスタープランの素案（資料１、参考資料、当日配布資料） 
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７．議事 

岡崎市都市計画マスタープランの素案（資料１、参考資料、当日配布資料） 

 

事務局  ：議事の説明 ―省略― 

 

委員長 ：  前回地域別構想を協議したので、その議論がやや中心的になろうかと思うが、

最初に、マスタープランの素案の目次構成や表記の仕方、あるいは第１章あた

りのところをまず確認させていただき、中身の問題ではなく、わかりやすい素

案であるかといった点をご議論いただけたらと思う。 

  それから、順に章を追って進みたいと思うが、第１章、現況と課題について

は、上位計画の愛知県の都市計画区域マスタープラン骨子と岡崎市総合計画の

こともあるが、これらは簡単におさらいをし、２章については、コンセプトの

素案も出てきたので、それらの議論をいただきたいと思う。それから、３章の

地域別構想については、特に市民公募の委員、あるいは岡崎市に在住の委員よ

り、それぞれの地域についてご意見をいただいた上で、今回、特に事務局から

「都心ゾーン」というものについて新たな提案があった。空間的に重複するの

でまとめにくいところかと思うが、これについてご意見をいただきたい。また

額田地域については、愛知県の都市計画区域マスタープラン骨子との調整もあ

るので、そこについてもご議論いただけたらと思う。 

  最後に４章の実現化に向けてについては、現在検討中のため今回資料はない

が、目次に示されているような進行管理その他諸々について、ご意見をいただ

き、最後にまとめていけたらと思う。 

  まず、全体の構成、目次、あるいは章立て等々を含めて、質問や意見をいた

だきたい。 

委 員  ： 専門用語を解説していただきわかりやすいと思うが、希望として、最後に索

引をつけていただくともっとありがたい。 

委員長  ： 目次にはないが、最後に索引をつけるというのはよくあることであり、その

ほうがわかりやすいと思う。もしできればお願いしたい。 

  次に現況と課題の中で、１７ページから始まる県の都市計画区域マスタープ

ラン骨子、それから岡崎市の総合計画が２０ページから記載してあるが、この

あたりを含めて、第１章について、質問、意見をいただきたい。 

委 員  ： 総合計画で、市民病院が位置づけられていないため、都市マスでも位置づけ

なかったということだが、交通政策でも市民病院をバスの結節点として位置づ

けており、その辺を総合計画に反映してもらうということは難しいか。 

事務局  ： 市民病院は確かに交通結節点になっていますが、病院自体を都市計画の中で

どう位置づけるか、また、岡崎市中央総合公園もどう位置づけるかという問題

になってくると思います。緑の拠点は今回外しております。 
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委 員  ： 市民病院という位置づけはないということでよいか。市民病院と交通の乗り

換え機能、それから総合公園というのはそれぞれ役割が確かに違う。 

  総合計画で、総合公園なり市民病院なりを全く拠点的に位置づけられていな

いというのは何か理由があるのか。 

事務局  ： 総合計画のほうでは市民病院を都市拠点として位置づけております。 

委 員  ： 将来都市構造図には入っていないのだが、ほかのところでは都市拠点という

ところでは記載があるのか。あるいは総合公園なども他の緑の拠点のような記

載があるという形でよいか。 

事務局  ： 総合計画の中では、愛知病院から中央総合公園といった広い分野について、

都市拠点として位置づけたということを言っております。 

委 員  ： 総合公園にしても市民病院にしても都市計画施設として非常に重要な位置づ

けがあったと思う。さらにそれを結ぶような道路ネットワーク、あるいは公共

交通のネットワークは都市計画マスタープランで謳っていくことになると思

うが、必ずしも総合計画と完全に一致していなくてもいいと思うし、他の部分

でも必ずしも一致していないところは見受けられるので、これでいいというこ

とにする。 

委員長  ： 今の議論について、私も総合計画の審議会に出させていただいており、医療

施設、福祉施設に関しては非常に強い思いを抱かれたり、あるいはもっと積極

的な市の姿勢を望む声もある。市民病院、それから総合公園あたりの都心地域

については、総合計画の全体像の中でも都市全体にサービスを供給する施設で

あることから、都市施設であるとも考えられるが、都心ゾーン、地域拠点では

ないという形で整理をしている。 

  今回の都市計画マスタープランとしては、当然ながら総合公園の整備は続く

と思うし、市民病院の重要性、あるいはそこに至る交通ネットワークは重要と

は言えるが、それを計画年次内の特に重要なターゲットとしては位置付けにく

いということで多分整理されたのだと私は理解している。 

  総合計画との整合性については、総合計画が確定した段階でもう１度おさら

いをさせていただく。 

  では、次の２章に移る。全体構想の中で、２７ページから始まる中で、今回

提示いただいた都市計画マスタープランにおける都市づくりのコンセプトと

して、２７ページの下半分、あるいは２８ページの左上のところに、主題が２

つ、副題が１つあり、それぞれ都市づくりの基本姿勢や目標に合致しつつ、都

市計画マスタープランのシンポジウムやアンケートの中で落としてはいけな

いとされるキーワードを盛り込んだ内容として提示があったが、これについて、

意見や提案をいただきたい。 

委 員  ： ５０ページ、２７ページだが、前回の委員会で、特に水害の後ということも

あり、安全性、水害に対する防災対策をより記述すべきである、あるいはもっ
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と強調するべきではないかというご意見があったかと思う。それは市民アンケ

ートやシンポジウム後に起こったことだが、その点についてどうお考えか。 

  全体構想の中で、該当するのが特に５０ページになると思うが、水害が起き

たのは、本流の一級河川よりもむしろ小規模な直線河川で水害が起きている。

岡崎市の場合は今年の水害が起こったときに亡くなった方がいらっしゃいま

したが、確か広田川が水害を起こしたと思うのだが、広田川は小さな直線河川

で以前にも水害を起こしており、今でもたしか幸田町の方の記憶に深く刻みつ

けられているということがある。小規模河川は、日常的には生物の生息空間と

して、あるいは市民の人が親しみやすい水辺空間として貴重なものだと思うが、

大規模な河川よりも侮れない自然の驚異というものも持っていると思う。 

  そういった面について、事務局から、根本までさかのぼって水害について位

置づけを検討し直すという説明があったが、どのようにマスタープランに位置

づけていくのか、または今後、根本までさかのぼるということは、どこまでさ

かのぼるのかということが気になったので、もう少しご説明をお願いしたい。 

委 員  ： 関連意見として発言させていただく。８月末豪雨を経験して、５０ページの

下の２項目を追加したということで、非常にそれを重点的に捉えられており、

なおかつ、何らかの位置づけをしていきたいという説明があった。 

  体系への位置づけについて提案だが、目次でお話しさせていただくと、目次

右側の２章全体構想の中の、２の都市づくりの取組方向で、都市像がⅠ、Ⅱ、

Ⅲとある。都市計画、あるいは都市計画マスタープランといった都市計画的な

ものは開発や新しいまちづくり、にぎわい、未来の快適などの形で目標設定を

されるというのが一般的だが、８月末豪雨を体験した岡崎、全国的に有名にな

ってしまった岡崎、そうした苦い経験の直後に作る都市計画の目標づくりとし

ては、ぜひとも都市像Ⅳというのを入れていただけないかと思う。 

  その都市像Ⅳで、災害に強い、住みやすい都市というようなことで、各都市

像のカッコ書きの、快適定住都市や連携交流都市、活力創造都市に対峙する言

葉としては、やはり安全安心都市というような形が１つ考えられるのですが、

そういった方向でぜひとも検討していただきたい。 

  ただ、中に記載する事項は、先ほど５０ページで追加して記載していただい

た、あるいは以前から記載していただいている防災あるいは水害対策のことが

ある。治水のサイドから希望を言えばいくらでもあるのだが、そういった都市

計画と治水の計画というのはまるきり一致する必要はないので、今書いてある、

あるいは追加して書いた内容だけに限定してもよろしいかと思うが、その５０

ページの内容を都市像Ⅳのほうに持ってくる。編集換えというような形で体系

づくりを考えていただけないか。 

事務局  ： 先ほど申し上げましたように、８月末豪雨をどういう形で位置づけていくか

ということですが、事務局として考えていることは、３８ページの都市づくり
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の体系で、基本方針の中で位置づけるか、都市像を１つ新たに設け、安心・安

全というものを都市像として位置づけて基本方針を作っていくのかどちらか

で考えております。それには施策がついてくるという前提がございますので、

関係各課との施策調整を行ったうえで体系にも位置づけていきたいと考えて

おります。 

事務局  ： 先ほど委員からいただいたご意見につきまして、地域別構想には現在止まっ

ているような河川改修等もできるだけ記載しております。全体構想にも、河川

事業、下水道の雨水排除と、現在検討中のものを記載しようとしたのですが、

最終的にはそういうものを河川事業や下水道事業、それから雨水貯留施設、遊

水地もございますが、それらを１つの事業として記載するつもりです。今回、

記載しようとしたのですが、ちょうど庁内作業部会の中で、県や市の河川課、

下水工事課が、災害対策、災害査定等に非常に忙殺されておりまして調整する

機会がなかったということ、また現在検討中であることから、今回、具体的な

ことを提示できませんでした。最終的には位置づけしようと考えております。 

  それから、大河川ではなくて中小河川が大事ではないかとのご意見をいただ

きましたが、その通りでございまして、今後、改修する県及び市の事業もそれ

らが中心になってくると思います。また、防災マップなど、被害想定、そうい

うものも中小河川に軸足を置いたものを検討していくことになろうかと思っ

ております。 

  体系的にどういう入れ方をするかについては、都市像Ⅳという提案もいただ

いたのですが、検討させていただきたいと思っております。 

委 員  ： 河川について、岡崎のまちなかを歩き、また、事務局の方に色々な場所を案

内していただいて少し気になった点がある。大規模河川に非常に着目されてい

るが、岡崎を見ていると、特に市街地と農業地域の間などに小さな川、中小河

川、特に小規模河川が多くある。最後は乙川に流れ込んだり矢作川に流れ込ん

だりするのだが、それら小規模河川は大体直線河川が多い。おそらく農業用水

を供給するために直線河川になっていると思うのだが、直線河川というのは災

害のときに非常に怖い。小規模河川であるがゆえに、大量に一時期に水量が増

えてしまうと災害を起こしやすいので、その辺をこれからよくお考えいただき

たい。 

委 員  ： 以前にも似たような趣旨のことをお話させていただいたが、基本的に災害の

専門家などに話を伺うと、防災というのはもう厳しいということで、減災だと

いうようなことを最近よく言われている。最近の財政状況、あるいは異常気象

の状況から考えると、全てを守ることは不可能であり、住民の方々と協力しな

がら減災ということでいろんな活動を進めているということだと思う。そのよ

うな意味で、都市計画ですべての対策を行なえる訳ではないということも出し

ておかないといけないと思う。都市計画で全て守ってもらえると思われるとよ
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くないので、全て行政がやれる、あるいは都市計画的にやれるというわけでは

ないところを示しておかなければいけないと思う。 

委 員  ： ３７ページの人口フレームについて、この都市計画マスタープランは１０年

を目標にということはわかるのだが、これだけ人口減少とか少子高齢化と言わ

れている中で、こんな順調に増えるという資料を提示されると、市民としては

疑問に感じる部分が多いと思う。 

  目標年次というのはよくわかるのだが、もっと長期的に、ここからは人口が

減るということを提示していただき、その中で目標年次である平成３２年がど

の位置にあり、まだ少し成長していくから、その手当てが必要である、あるい

は、その先に人口が減少していくので、それにどう対応していくのかというこ

とを視野に入れながら、本マスタープランを策定したというところを示してい

ただくと納得ができると思う。 

  産業フレームについても、このような金融危機になり、産業も先行き不透明

な中、このような順調な増加グラフを見せられると、疑問を感じるのではない

か。産業フレームの予測は難しいと思うが、人口フレームについてはピークを

ある程度推測できているかと思うので、超長期のところもお示しいただきたい

と思う。 

事務局  ： 人口フレームにつきましては、今委員がおっしゃったように３２年までの計

画でございますので、こういう数字を出しております。 

  このフレームは、市全体の中の将来フレームでございますので、総合計画、

いろんな計画の中でこの数字を使っております。現在、人口につきましては、

平成３７年をピークに減少していくであろうと岡崎市は考えております。ご意

見のように、もっと先の年次の数字を出して、３２年がどの位置にあり、それ

に対する整備方針が明らかになればいいのではとのお話もあるかと思います

が、今後の流れとして、マスタープランの見直しですとか、中間見直しもして

いかなければならない状況になってくるかと思います。そのような段階の中で

は活用されると思いますが、現時点では３２年という目標年次に向けて、フレ

ームに応じた政策を行なっていくということでご理解をいただきたいと思っ

ております。 

委 員  ： おっしゃることはよくわかるが、もう少し超長期の見通しを示していただく

ことにより、市民は、岡崎市の今後の更なる発展に期待を持てるとともに、後

世にこのまちを託したいと思うようになるのではないか。そのためにも、将来

的なものも示していただけるとありがたい。 

委 員  ： 本マスタープランは３２年が目標年次であるが、実はその先をずっと見てい

き、人口が減少していくという段階になれば、例えば道路で言えば３２年の段

階では道路は混雑してしまうが、あと数年経てば改善されるということを示し、

市民に対して理解を求めるようなことも可能かもしれない。 
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  かつ、維持管理等々を考えていくと、目標年次以降の見通しで道路の計画、

あるいは公共交通の計画などを立てていったほうがいいのかもしれない。土地

利用なども同じ状況が言える気がするが、ただ、都市計画マスタープランでそ

ういうことは難しいと思うが。他の委員の方いかがか。 

委 員  ： 愛知県でも人口の推計を行なっている。愛知県の人口がどうなるのか推計し

て公表したのが今年に入ってすぐだったが、それから半年たって大変な状況に

なっているので、果たしてそれが正しいのかというと、今後様子を見ていかな

いといけないと思っている。 

  推計は、一般的に認められた方法で行なっており、愛知県も平成３２年ごろ

までは人口が伸びていくという推計をしている。ただ、その後は減っていくと

いう予測をしている。 

  全国的に見ると既に減少傾向にあるが、愛知県では産業等々を勘案して平成

３２年まで伸びていくという推計をしており、岡崎市の推計においても間違っ

ていないと思う。ただ、先ほど委員が言われていたように、平成３２年以降の

状況も示したほうがいいのではないか。 

  ２ページの目標年次にも「平成３２年を基本とするものの、より長期的なも

のを見据えた」と書いてありますので、やはりその先も書いていただいた方が

いいと思う。 

  あわせて、コンパクトシティということを最近言われているが、それは将来

的には少子高齢化が進み、皆さん、動きが不自由になることが考えられること

から、なるべくコンパクトにしたほうがいいということで、地方切り捨てでは

なく、機能を分担し、それぞれ拠点を作り、それらをうまく連携させるという

ことだと思う。そういう意味で、人口減少の局面に突入した際には、コンパク

トシティというものをしっかり意識していかなければならないと思うので、今

回の都市計画マスタープランの中では強く謳う必要はないのかもしれないが、

次回の都市計画マスタープランに向けて予告はしていったほうがいいのでは

ないか。 

委員長  ： 第２章についていろいろなご意見をいただいた。当然ながら、昨今の状況か

ら、この都市計画マスタープランがスタート時点から計画づくりの基礎が変わ

ってきてしまっているというのは、特に昨今、感じている。 

  例えば先ほどの安全・安心の議論については、都市像のⅣを作るということ

も含めて、減災という言葉がやはり通常の用語になってくるだろうと予想され

る。逆に言えば、開発ではなくて、保全ということも当然言われるし、建築で

はなくて減築ということも言われる事態になってきたが、それらをどう書き込

むか、マスタープランの策定という意味から、少し事務局と相談させていただ

きたい。 

  先ほど少し説明があったように、安全・安心というものを都市像のレベルで
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記載するのか、もう少し下のレベルで記載するのか。当然ながら、施策がそこ

にぶら下がることについて、その実効性とか効果性が担保される必要があるの

で、その点は内部の調整が必要であると思っている。 

  それから、フレームの部分について、ご指摘いただいたように、目標年次で

ある平成３２年が結論ではなくて、いずれ減少期に向かう厳しい時代への軟着

陸に向けた準備期というような表現を少し工夫しながら入れさせていただく

ということでお願いしたいと思っている。 

  それから、経済状況についても、出荷額等々が書いてあるが、これは本当に

更にわからない。経済政策、地域経済の専門家もなかなか難しいとおっしゃっ

ていた。とはいえ、現在の商業、もしくは工業、さらに農業、林業を支える岡

崎市というのは当然投資的な施策を行っていかなければいけないと思うので、

欠落をさせるような記述はあり得ないのだが、それをどう読むかについては少

し難しい。それらを考えると、第４章あたりで、都市計画マスタープランの随

時見直しとか、あるいは柔軟な対応ができるような仕組みについての検討を詰

めるような形を記載してはどうかと思っている。 

  それから、コンパクトシティについても、皆さんそれぞれ異なる「コンパク

ト」のイメージを持ちつつ、コンパクトシティについて議論しているところが

あり、総合計画でも同様の議論があったが、結局は都市核とか地域核というよ

うな形で、市全体のコンパクトではなくて、もう少し地区レベルのコンパクト

化を目指していきたいということである。そのコンパクトのレベルも、都市機

能の集積から、あるいは日常生活利便施設の集積ということも含めて、もう少

しきめ細かなことを考えないと、周辺集落との見過ごしのような、切り捨ての

ような話にもなりかねないので少し注意が必要である。また、委員ご指摘のよ

うに、市民の方々にとって、まずカタカナ用語がわかりににくく、議論されて

いる内容もわかりにくい。そして、自分はどうなるかというところもわかりに

くいところがあるので、これは記述の問題としても少し気をつけて詰めさせて

いただきたいと思う。 

  総合計画でも議論があったが、マスタープランであるがゆえに、具体性を求

めるというレベルの議論と、将来のために記載だけはぜひともしておきたいと

いうレベルを整理しなければいけない難しい部分があるが、今の安全あるいは

安心の問題、人口フレームの問題、コンパクトシティ、それから環境の問題等々

含めて、次回、本年度の最後に素案のまとめがあるので、それまでに少し宿題

にさせていただきたいと思う。非常に難しいところである。 

  もう１度皆さんに、議論していただきたいところは、第２章の根本的な計画

づくりの基盤がかなり変革している中で、２７ページの都市づくりのコンセプ

トについて、議論いただいていないが、これは少し保留とさせていただいてよ

いか。今日、決めるということでもないと思うので、もう少し保留とした上で、
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この主題２案、副題１案について、皆さんに検討願いたい。 

  次に、３章の地域別構想について、表記の仕方も含めて議論していただきつ

つ、都心ゾーンの取り扱い、それから額田地域については、先ほど事務局の説

明のように、数ヶ月にわたり住民説明会や企業同友会など様々な方法で説明や

意見収集を行なっていただき、概ね、本日配布資料の黄色でお示しした範囲を

都市計画区域のうち市街化調整区域として参入するという素案が挙がってい

る。これを含めてご質問、ご意見を賜りたい。 

委 員  ： 水害の関係について、全体構想を受けて地域別構想になるのだが、地域別構

想の各地域を見ると、水害のあった地域で河川改修が計画に上がっているとこ

ろと、水害があったにもかかわらず記載のないところがあるが何か意味がある

のか。 

  いずれにしても、先ほど全体構想の中であったように、もう１度この点につ

いては再検討するとのことなので、水害のあった地域も何らかの形で地域別構

想の中に出てくると思うのだが、その辺の考えを確認したい。 

事務局  ： 現在、河川課、下水工事課等々と個々の事業の調整をしており、今まで掲載

してきた部分や今までの作業部会の中で修正してきた部分について、例えば岡

崎地域ですと占部川や広田川、上地新川は掲載しております。それ以外の部分

で、まだ調整がつかない部分については現在ここには載っておりません。今後、

担当課と調整のうえ掲載ができるのではないかと思っております。 

委 員  ： 岡崎駅の東側で区画整理が行なわれ、今まで住んでいた人が入れ替わるとい

うことがあり、今までは地域のコミュニティがしっかりとありましたが、地域

の中のつながりというのが薄くなってきたという危機感がある。また、駅が近

くなり、人が多くなったということで、軽犯罪が増えている。それを住民の力

で防止していこうという話も出てきているので、本マスタープランの中で何か

そのようなことを謳っていただけるとありがたい。 

  それと、岡崎駅周辺だが、昔は古いなりに商店があり、歩いて日常品を買い

に行けたのだが、それらが無くなってしまい、車で大型店に行けない方々にと

っては大変不便なため、岡崎駅周辺で商業機能を充実させるような方向性とい

うのも必要なのではないかと思っている。それらを何らかの形で記載できない

か。 

事務局  ： それらの具体的な場所や施策を示すことはなかなか難しい問題でございまし

て、うたい文句だけになってしまうのではないかと思います。例えば９１ペー

ジ岡崎地域では、方針１の「交流と賑わいにあふれる都心の形成」に、「商業

にぎわい地における土地の有効利用、高度利用」とあるのですが、その次の「シ

ビックコア地区の整備事業の推進」の中に、「人が集い、魅力、賑わい、活力

ある都心づくりに向けてシビックコア整備事業を推進します。」として位置づ

けているものの、具体的なもの、場所までは踏み込めないのかなと思っており
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ます。 

委 員  ： 何かを作ってほしいということではなく、都市計画マスタープランにコミュ

ニティの再構築が必要である、あるいは商業機能を充実させることが必要であ

るということを謳ってほしいという希望である。その後、何かして欲しいとい

うことはあまりなく、それこそ市民との協働で作り上げていくものなのかもし

れないと思っている。しかし、この方針１を見ると、あまりにも漠然としすぎ

て、問題点が捉えられていないのではないかという気がするので、もう少し大

きく謳って欲しい。 

委 員  ： 額田地域についての都市計画区域指定に関する市の素案を見て、事務局から

住宅地や流通拠点をつくり、製造業を集積させるということがお話に出たと思

うのだが、地元の方々の反応はどうであったか。税金の話や住宅の新規建築、

農業の継続等について、地元の委員さんは、どのように考えられているのか、

話を伺いたい。 

委 員  ： 今のような状況で政策的に行われた場合には、額田地域は人が住むことがで

きない時代になるのかなと思う。とはいうものの、日本全体を考えると、この

地域は太平洋ベルト地帯の片隅におりますので、ほかの県と比べるとまだ条件

から見た場合には希望を持てる状況です。 

  額田地域については、第一次産業の維持についてもっと考えていただきたい

と思っている。それについては、最近、バイオマスタウン的なことも国は進め

ており、岡崎全体の中でも我々のようなバイオマスの原料となり得るものが十

分ある地域もあるし、この間も畜産関係の団体との会合のときに話したが、お

互いが結びつき合って、市の行政の中でもそういうものを取り入れていただく

ようなことも長い目で見れば欲しいと思っている。私の場合は特に林業関係が

主体であるが、何とかこの地域に住めるような政策をある程度額田地域の方針

の中に入れていただきたい。 

  また、（仮称）額田 IC周辺については色々と心配がある。地元説明会で、具

体的な税金の問題、財産維持をしていくための方策について質問があったよう

だが、額田地域の中でも意見が二分されており、二つの見方があるのだなと思

っている。 

  最後に額田地域の東側を国道３０１号が通っているわけだが、何十年先の目

標を作るならば、県道岡崎清岳線を真っ直ぐ突き抜いて国道３０１号に接する

ようなトンネル構想などがあると、いいのではないかということをつけ加えさ

せていただく。 

事務局  ： 住民説明会の中で賛否のアンケートをやりなさいという方もお見えになりま

した。確かにそういうご意見はあったわけですが、賛否のアンケートというよ

りも、こういう町にしていきたいので皆さん協力してください、頑張りましょ

うというのがベストだと考えています。 
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  反対意見もありましたが、これからは（仮称）額田 IC周辺を額田地域の中

心として、都市計画区域外の地域とどのように関連していくかが額田地域にと

って大切なことだと考えており、地元説明会でもこのような形で説明させてい

ただきました。 

委 員  ： ＪＡですが、額田地域での現在の状況をお話ししますと、岡崎市と合併して、

農業に対するやる気がないということで、ＪＡが第三セクター「アグリみかわ」

を立ち上げて、活動している。そのような中で優良農地に対して「アグリみか

わ」をいかに活用するかということを考えている。都市計画区域に編入される

と、「アグリみかわ」も含めてＪＡとしてはどういう方向で農業を考えていく

のかということを心配している。 

  それと、ＪＡが手を引いた場合、額田地域の農業をどうしていくのかといっ

た大きな課題が出てくると思うわけだが、それに加えて、鳥獣被害が大きな問

題になっている。今後、ＪＡとしてどういう方向性を持って進んでいくのかと

いうことについて、都市計画区域への編入と同時に、ある程度額田地域の農業

をどうするかということを表面に出していかなければ、額田地域の農業がゼロ

になってしまうのではないかと危惧している。それは避けなければならないの

で地域と連携しながら、今後、検討していきたいと思っている。 

委 員  ： 額田地域については、当日配布資料を見ると、市街化調整区域にするという

ことでの素案が出ている。そのため、今話されたような農業サイドの懸念は全

くないのではないかと考えている。市街化区域と市街化調整区域の２つに分け

た場合、市街化区域は市街化していき、市街化調整区域は市街化を抑制すると

ともに、農業振興等を図っていくことになる。つまり、農林水産省と調整を図

りながら、農業を振興する地域に指定しようというわけですので、農業サイド

からの懸念はあまりないのではないか。それから、このような場所で、例えば、

農家住宅を作ったり農業施設を作ることに関しても、都市計画法上は市街化調

整区域に入ったとしても認められる施設ですので、何ら懸念することはないと

思います。それから、農協が集出荷場を作るような場合においても、農業関連

施設は許可されるので、そういったものも適正に立地が図れるだろうと思う。 

  ではもう一方で、市街化調整区域になってしまうと原則抑制されてしまうの

で何もできないのではないかと心配されることもあろうかと思うが、全体構想

の６９ページの施策②を見ると、「市街化調整区域のインターチェンジ近傍や

幹線道路沿いの交通条件に恵まれた地区にあっては」ということで、「地区計

画等を活用した計画的な工業用地の誘導」というようなことが書かれている。 

  市が地域の意見を聞きながら、住宅地を計画的に配したい、あるいは工業用

地にしたい等の計画を都市計画として都市計画審議会に諮りながら、県の同意

を得て計画を策定していくとすれば、そのようなところは市街化調整区域であ

っても計画的なことができるということになる。 
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委員長  ： それでは本日の委員会の意見をまとめさせていただく。１つは、都市計画マ

スタープランとして具体的な施策は打てないが、こういう目標に向かうという

ところを記述のレベルで書くとした場合、防災、防犯、あるいはコミュニティ

も含めてどういうレベルで書いていくのか、そのことが市民の方にどうわかり

やすく伝わっていくかという観点で少しまた議論させていただきたいと思う。 

  それから、額田地域につきましては、本当にたくさんの立場からのご意見を

頂いたが、市として本当に強い思いがあることが感じ取られた。 

  また、都市計画区域へ編入し市街化調整区域になることについてはある程度

の手法があるが、住民の方のご心配も納得されるところである。 

  これは基本計画をどうするかという問題から、都市基盤の問題等、それから、

個別のお話もありましたが、特定流通業務施設の立地のようなこともあります

し、トヨタの問題は不明確なままでどうなるかわかりませんが、少なくともこ

の地域についてはいろんな手法があり得る。とはいえ、事務局から話があった

ように、この地域外のところにおける、ある意味望ましくない小規模な開発を

防ぐということも当然なければならないということもありますし、限界集落と

いう言葉は好きではないのですが、そのような可能性もあります。 

  一方で、都心においても、ある特定の年齢層、所得層について限界集落的な

ことは先ほどの商業施設を含めて起きているところをどこまで書いていくの

か。 

  先ほど鳥獣被害の話もありましたが、それらも含めた農業サイドの問題も出

てきますが、そこも含めて、額田地域全体をどうするかといったことも考える

必要がある。 

  特に今回事務局にお願いしたのは、地域別構想が地域だけではなくて、岡崎

市全体の中で果たす役割について、各地域の最初のところで地域がお互いに連

携しつつ独立性を持った都市づくりをしていきたいということを書いていた

だいたので、その部分についてもご意見をいただけたらと思う。 

  額田地域のまちづくり構想図に特に端的に示されていると思うが、事務局の

説明のとおり、地域が特定できるまちづくり構想図ということでご理解いただ

ければいいのですが、私の地域はこれ以外何もやってもらえないと誤解される

可能性がある。そうすると、前のほうのページで書いてある場所の特定できな

いものについても方針として持っているというところをいかにうまく示して

いくかということも地域づくりの構想図の重要なポイントではないかと思っ

ている。それらを含めた議論を次回再度お願いしたい。 

  質問がなかった都心ゾーンについては概ねこういう形でよろしいか。地域別

構想の岡崎地域と中央地域と重複するところがありつつ、総合計画でも特に重

要地域と位置づけていることから、ある意味では市全体のコンパクトシティの

拠点という意味も込めてこういう書き方にさせていただいているが、またこの
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点、ご意見があれば事務局にお寄せいただきたいと思う。 

  最後に、先ほどの全体の根本的な見直しにおける都市像Ⅳの提案もあり、今

後、人口減少期、環境激変期に備え、あるいは自然災害や、いわゆる人為災害

としての防犯等も含めて、実現化に向けて市民の心構え等というご意見もあっ

たが、第４章について、こういうことを記述すべきだ、こういうことを盛り込

むべきだというご意見があったらいただきたい。 

今日ご意見をいただいたものを含めて、何もかも行政にお任せではなく、住

民の方々が主体的にまちを作っていく、それに対して行政は財政が厳しい中で

もできる範囲で努力しながら、効果的に計画を作る必要があると考えている。

当然効果的な実行と検証が必要だということで、進行管理を載せていく時代に

なってきたので、それについては指標として管理をする。とは言うものの、ど

ういう指標を取って、統計の取りやすい、わかりやすい指標しか載せられない

というのも現実であるが、その辺を次回提示させていただきたいと思う。 

  では、先ほど申し上げたが、全体構成、フォーマット、あるいはコンセプト

のまとめ、それからそれぞれの部分の詳細な表現等について、提案、指摘は事

務局のほうに早めにお寄せいただきたいと思う。 

  本日の宿題は、特にこの計画づくりの初期から大きく変わってきた経済環境

や人口、自然環境の対応について、もう１度根本に立ち返って組み直す必要が

あるかどうか、あるいは現在の構成に付記する形、強調する形でできるかどう

か、また、それを地域別構想にどの程度入れるかということで、次回までに検

討し、提示させていただきたいと思う。 

  これにて今日の議題については終わらせていただく。 

 

以上 


