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第１１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 21年 3月 17日 午後 2時 00 分～午後 4時 00分 

 

２．開催場所 

図書館交流プラザ（りぶら）3階会議室 

 

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 

〃 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 

〃 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 

〃 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 

 

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）協議事項 

岡崎市都市計画マスタープラン素案（資料 1、参考資料） 
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（２）報告事項 

岡崎市都市計画マスタープラン（原案）地域別説明会（当日配布資料１、２） 

 

７．議事 

（１）協議事項 

岡崎市都市計画マスタープラン素案（資料 1、参考資料）   

 

事務局  ：協議事項の説明 ―省略― 

 
委員長  ： 用語索引の検討、岡崎・大平地域、都心ゾーンのまちづくり構想図等の修正、

都市像４の追加及び４章の主要施策のスケジュールについて今後調整が必要

であること等について説明があった。  
まず冒頭にあったように用語集と、それから都市像４を組み込んだことによ

る図や絵についての修正は、今後事務局でまとめてもらうこととして、本日は

大きく４点あった。  
  まず１点目は都市づくりの基本理念。これまで定まっていなかったが、基本

理念とその説明文が示されたので、これについて意見をお願いしたい。  
  それから２点目は、昨年８月末の集中豪雨による被害等々を勘案しながら、

安全・安心都市づくりということで新たに都市像４が設定され、それに伴い、

表記等が変わっているので、その都市像４の記述等も含め、ご意見をいただき

たい。  
  ３点目は、地域別構想の内容については大きな変更はないが、各地域の冒頭

で、位置図とともに記述している各地域の市域全体における役割について、市

の姿勢をもう少し強く書こうということで「期待されています」から「目指し

ます」といった文言修正を行っている。また本日、岡崎・大平地域、都心ゾー

ンのまちづくり構想図の差し替えがあったので、これをご確認いただきたい。 
４点目が第４章、市民と一緒にまちづくりを進めていくときの推進の方法等

と都市計画マスタープランをいかに活用していくかの仕組みについて、これま

で提示していなかった内容が新たにつけ加えられた。  
  まず１点目の３２ページにまとめている都市づくりの基本理念について何

かご質問・ご意見はあるか。  
委員   ： シンポジウムではいろいろご意見をいただいたが、それとの関連からこれが

ふさわしいという説明がつくのかどうか、その関連を補足説明していただきた

い。  
事務局  ： シンポジウムの際には４つの案を皆さんにお示しアンケートを行いました。

ただ、必ずしもこの案の中で一番多いものを基本理念として登用するとは限ら

ないこともお伝えしておりました。  
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  アンケートの中では、やはり「快適な暮らし」ということが、意見として多

かったというように理解をしております。それともう１つは「岡崎市の自然、

歴史」が多かったというように理解をしております。それらがうまく含められ

た言葉であるとともに、シンポジウムの基調講演の演題でも使われた言葉でも

あり、風格あるという言葉を設定しました。  
委員   ： 都市像４が加わったことで安全・安心というのが非常に強調されたような印

象があり、都市づくりの基本理念で、この安全・安心のまちづくりはどういう

ふうに「快適な暮らしと自然・歴史が調和した風格ある都市」に関わってくる

のか。減災・防災というのはこういったところにきちんと明確に位置づけてい

くというのは大事だと思うが、基本理念との整合性についてどのようにお考え

か教えてほしい。  
事務局  ： 安全・安心でなければ快適な生活はない、そういう意味合いの中でここに含

まれる、また含まれると読んでほしい、と考えています。  
委員   ： 確かに快適という中に安全・安心も入ると思うが、その辺を基本理念との整

合性ということで、果たして快適な暮らしというところに安全・安心まで全部

押し込めてしまっていいのか、その辺を市民委員の方もいらっしゃるので、ご

意見を伺いたい。  
委員長  ： 都市像４が加わったことにより、特に岡崎市で災害に遭われた皆さん、市民

委員の皆さんは、安全・安心がまずベースだというご理解もあろうかと思う。

一応、基本理念の説明文の中には安全で安心して生活できるというような文が

あるが、もう少し理念の中にも組み込んだらどうかというご提案であり、ご議

論いただきたい。  
委員   ： 安心・安全といわれると、防犯の話も出てくるのではないか。そうすると、

都市計画の道路、公園の作り方等においても、防犯に係わる記載をしたほうが

よいのではないか。  
委員   ： 都市像４に安全・安心という項目がつけ加わったのは大賛成で、もちろん水

害だけではなく、地震対策も含めて、安全というのを取り上げるのは当然だと

思う。全体としては、環境と、それから文化と防災、安全が３つの大きな基本

だと思うが、基本理念において「快適な」という部分にそれが含まれるのでは

ないかと思うので快適の定義、基本理念についてはこれでよいと思う。また、

防災という点を相当強調しても、強調し過ぎることはないと思う。  
委員長  ： 基本的には今、２つあると思うが、基本理念の中にもう少し安全・安心の側

面を入れるかどうか、それから都市像の安全・安心の中にもう少し日常災害と

非常災害、犯罪に対する防犯的な都市計画マスタープランの側面はないのかと

いうご指摘があったと思う。  
  前半の基本理念についてご意見いただきたい。原則、この形で行かせていた

だけたらと思っているがよいか。都市像の中の安全・安心都市について、防災
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の中の「災」について、防犯を入れない都市計画はないという意見もあれば、

都市計画で防犯に対しては何ができるかというと、照明をつけるかカーブミラ

ーをつける程度のことしかないので、それはそれで別のセクションがやればい

いのではないかなど、同じ議論がいつもほかの都市でもあちこちで出てきてい

る。事務局の考え方で、今回、防災、災害を中心に考えたものが何かあればご

説明いただきたい。  
事務局  ： 防犯についてですが、委員長がおっしゃったように、都市計画としてどこま

でやれるのかというのが問題点としてあります。現在、お示ししておりますマ

スタープランの 59 ページ、都市像１の基本方針３、取組方針２の道路、公園

といった身近な基盤施設の整備促進という部分で、防犯性を高めるため暗がり

における防犯灯の設置等、都市計画で実行可能な施策は記載しております。ま

た、都市像４につきましては８月末豪雨を踏まえて、この１０年間で取り組む

べきことを都市像４として設定しております。  
  少し強調しすぎではないかとのご意見もありましたが、市としては最大限に

努力すべき事業であるという判断のもと、都市像４としてまとめ、防犯につき

ましては５９ページの中で位置づけていくことにしております。  
委員   ： 都市像４と地域別構想との関係はどのようになっているのか。大平地区にお

いては、８月末の豪雨の際に更紗川が氾濫して床上浸水になった家屋があるが、

この地域別構想を見ると記載がない。規模的に小さいことから記載が難しいか

もしれないが、各地域で実際に災害に遭っていれば、この全体構想と地域別構

想で表現する必要があると思う。  
事務局  ： 地域別構想に関しては、大きな取り組みのある中央地域、岡崎地域、六ツ美

地域、矢作地域について、緊急改修等災害に対する施策を位置づけています。

基本的に全体構想は全市に関わるものであり、その中の地域別としてこういう

事業があるという位置づけでございますので、記載がないからといって、その

地域では水害対策を全然考えていないというものではありません。  
委員   ： 先ほどの防犯の件について、公園の周りに家があっても、公園のほうを向い

て建っていないので、常に公園が見られていることがアピールできず、子ども

たちも怖くてなかなか公園で遊べないとか、公園で何か悪いことが起きてしま

うということを聞いたことがある。  
  そのことから、例えば公園周辺の家を改築するときは、公園側に玄関を設け

る、あるいは公園側に窓を設けるなどの指導を都市マスではできないのか。  
事務局  ： 都市計画では非常に難しい部分です。都市計画として行なえることとして、

適切な維持管理の中で公園の死角をなくすなどの公共施設の管理を記載する

ことは可能かと思います。  
委員長  ： 防犯については、他の都市計画マスタープランの中でも同様の話が必ず出て

くる。死角を避ける、あるいはディフェンシブ・スペースというような守りや
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すい空間を設ける、あるいは昨今話題になっているが、照明を青くすると犯罪

率が減るとか、あるいは放置自動車を早めに撤去することでまちがクリーンに

なって、少年犯罪率が激減するなど、いろんな手法はあろうかと思う。そうい

う情報を市民と共有していただくというような方法もあるので、それは個々の

対応でぜひお願いできたらいいと思う。  
  防犯については、都市計画ではやはりなかなか書きづらいところがある。住

宅マスタープランにおいても、空き家に対しての防犯性の確保が非常に大きな

話題にはなっているので、総合計画なり、都市マスなり住マスなりで分担し、

都市マスとしては防犯を先ほどの記述のような形で個々に対応してはどうか

と思っている。  
  また、都市像４がありながら、全体の文章を読んでいけばわかるが、地域別

構想の中ではもう少し個々の具体的な災害に遭われた人を踏まえ記載したほ

うがいいというご指摘だと思う。そこは県管理、国管理とか、事業予算の関係

があるので、事務局で精査し、記載できるのであれば記載していただきたい。 
  では話を戻させていただくが、基本理念については大方これで進めていくと

いうことで、今、ご指摘のあったものについてはまた事務局でご検討をお願い

したい。  
  では次に移る。都市像４が加わったことについて市民委員、あるいはほかの

委員の皆様も好感をもって受け入れていただいているとは思うが、その都市像

４の基本的な理念や事業、方法論等についてはいかがか。  
委員   ： 市民との協働や、８３ページのところで雨水流出抑制で農地・森林の保全等々

多少触れているが、いわゆる市街化調整区域や額田地域の保全ということが非

常に重要になってくると思う。もちろん、都市計画的に位置づけるのは、例え

ば砂防などは非常に難しいのかなと思っているが、治山などを協働で行うとい

う形では記載できると思っている。例えば協働で間伐を行い、森を守っていく

こと等をもう少し記載できないか。  
  また、８４ページの「財政負担の観点から限界があります」と記載されてい

ることについて、要は財政的に限界があるので湯水のように使えないというこ

となのだが、防災機能を高めることは行政から見て負担という表現で良いのか。 
  もう１つは、最近統計的に見ても想定外の降雨量が観測されているので、そ

ういったところも記述いただくといいかと思う。  
事務局  ： 1 点目の、間伐など森を守るような事業について、この中で何か記述できる

かにつきましてですが、都市計画では市街化調整区域で無秩序な開発を抑制す

ることがマスタープランの中でできることです。「保水機能の高い農地・森林

を保全するとともに」という、この保全というのは、市の水環境創造プランに

おいて環境の面からそういう部分を守っていこうということがその中に詳細

に記載されていますので、その辺に委ねようと考えております。  
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  それから、８４ページの「財政負担の面から限界があります」との表現です

が、これは土地等の所有権の問題、予算的な問題などから、行政だけの力では

限界があるという意味であり、財政負担という言葉については再考いたします。 
事務局  ： 今の箇所でございますが、財政負担についてはご指摘のとおりですので、財

源確保だとか予算措置上等の表現に代えることを検討させていただきたいと

思います。  
委員   ： すべての災害に対応するような基盤整備は困難だということだと思う。だか

ら、市民との協働が必要で、財源がないから市民に負担を求めるという意味で

はないので、表現を検討していただきたい。  
  協働による森林保全だが、市街地じゃないところで森を守っていただく市民

協働の活動は実は市街地の方々の生活を守っているということを認識してい

ただきたいので、８４ページにそういったところを書いていただけたらと思う。 
事務局  ： やはり市街化調整区域があってこそ都市の形態を成すと考えています。そう

いう部分がこの中に組み入れられれば非常にいいなと思いますので、検討をさ

せていただきます。  
委員長  ： そのほか、安全・安心都市、都市像４につきまして、意見があればいただき

たい。  
委員   ： ８４ページの基本方針３のところです。財政負担という問題については、こ

れは都市計画の中ではあまりそぐわない表現ではないかなという気もするの

で、これらについては削除し、河川改修等、施設の整備計画を立て、災害の起

きないような都市づくりを考えていくという表現に修正していただけたらと

思う。  
  それから、私が１点お願いしておきたいのが、４４ページの都市像４に、災

害に備え、安心して暮らせる都市の基本方針１で、地震や火災に強い都市づく

りがあるが、矢作川周辺地域というのは地盤軟弱地域であることから、防災上

の都市計画としての考えを記載していただけたらと思う。耐震などは、地盤が

固いところと軟弱地域とでは同じ作りをしても揺れ方がかなり違うので、個人

で対応する建物のこと以外に、都市計画として道路や避難所の整備など全体の

ことを考えた表現をしていただきたい。  
事務局  ： 矢作地域については、地域別構想または全体構想の中で、例えば「そういう

地盤のところは」というような表現になるかもしれませんが、検討させてくだ

さい。  
委員   ： 意見というか、少し考えていただきたいという提案だが、市民が自らやって

いただくという自助や、行政やその地域の事業者の人たち、ＮＰＯの方たちと

一緒にやっていく共助について、８４ページに記載はあるが、もう少し強調し

てもいいかと思う。  
  もう１点目が、水環境創造プランとの連携を少し考えていただきたい。水環
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境に関する学習においては、環境、特に川の環境というところに着目すると、

防災についても考えないといけない面がある。  
  川を例にとってお話しすると、環境学習プラス防災学習ということですので、

広く一般の人たち、もしくは学校教育の中での学習、環境学習と防災学習の両

方を連携させながらやっていく、そういうことで先ほどの自助とか共助という

ところにも結びつけやすくなるのではないかと思う。  
委員長  ： そのほかの委員からのご意見いかがか。  
  では、概ね、都市像４につきましては、記述内容そのものについては先ほど

の水環境創造プラン等を含めて、もう少し記述の内容に追加等を検討いただく

ことと、基本方針３、特にその部分については財政問題等についてあまり書く

ことは望ましくないというご意見だったと思う。財政事情等々は当然ながら、

そのこと以前に、やはり市民と事業者と行政が協働するというベースで書いて

いただいたほうが市民の方々にもご協力いただけると思うので、そういう形で

修正をお願いしたい。  
  では、次の３点目に移らせていただく。地域別構想の中身については特に修

正等はないが、地域に分けたことが市全域において、それぞれの地域の果たす

役割についての文章について少し弱い表現だったので、市の姿勢をきちんと示

すため、「まちづくりを目指します」という形にすべて改めている。  
  次に４点目だが、第４章で、ここは新たに追記されて、計画の実現に向けて

の基本的な考え方から、取り組み、そして進行管理、さらにはその中の指標の

問題等々が今回新たにつけ加わっている。  
委員   ： 確認だが、「都市づくり」と「まちづくり」という言葉の使い分けを説明し

てほしい。  
委員   ： 私は、まちづくりというとすごくソフトな部分も入って、市民の方々と協働

でやれるようなことで、都市づくりというと、もう少しプランナーとしてどう

やっていくか、あるいは基盤整備などを言うものだと思っている。必ずしも使

い分ける必要がないのかもしれないが、これは実は４章以外にも、例えば構想

図はまちづくり構想図と書かれているが、ほかでは都市づくりの基本方向と書

かれたりするので整理したほうがよいかと思う。  
委員長  ： 都市づくり、まちづくり、それぞれ色々な考えがあると思うが、用語集に都

市づくり、まちづくりを定義することまでの必要は全くないと思っている。都

市づくりのほうが全体的で、まちづくりのほうはもう少し局所的な身の回りの

ことだという議論もあるし、その主体者としてプランナーなのか、あるいは市

民なのか、事業者なのかというものもあるし、そこは考え方の違いだと思う。

ただ、互換する言葉として使っているということであればそれで統一されても

いいと思うが、分けるならばきちんと分けていただきたい。  
  これも物事を捉えるスタンスによるが、住民主体で取り組むことに主眼を置
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くというスタンスであれば、「まちづくり」としたほうが私はいいと思う。た

だ、市の姿勢をきちんと示すマスタープランという位置づけからすると、やは

り「都市づくり」というような形で全体的な視野、そして計画という手法の中

にマスタープランを位置づければ、「都市づくり」のほうが適切ではないかな

というのが私の意見である。  
事務局  ： 先ほど委員長がおっしゃったように、全体構想の中では基本的には都市づく

りというイメージで作っております。地域別構想の中ではまちづくり、地域の

中に入ってまちづくりというイメージで作っております。やはり地域に入って、

地域別構想の中で「都市づくり」という言い方は非常に不釣合いであって、「ま

ちづくり」という言葉が適切ではないかというような判断の中で使い分けてお

ります。  
委員長  ： 事務局の考え方にご同意いただければ、その形で２つの用語をうまく使い分

けていただくということで、このマスタープランをまとめさせていただきたい

と思う。そのほか、第４章についてご意見はあるか。  
委員   ： １５９ページ①の「運用」を「活用」に修正するとの説明を受けたが、なぜ

「運用」ではなくて「活用」になったのか、その意味を教えていただきたい。 
委員長  ： 行政がマスタープランを適切に運用というのではなく、計画ができたものを

活用しながらやっていくという意味で「活用」にしました。  
委員   ： 運用というと行政が主体になっていくやり方だが、市民と協働していくから

行政も活かしていくし、市民もそれを活かしていくということで、協働に配慮

した用語にしたという理解でよいか。  
事務局  ： 「運用」という言葉より、「活用」、このマスタープランを活かしていくとい

うイメージの中でその言葉を使っていったほうがいいのだろうという判断で

す。  
委員   ： 「運用」についての考え方だが、運用というと何か規則があって、それに当

てはめて何かを決めていくというイメージが強いかと思う。活用というと方針

があって、それをもとに、発展させていくということだと思う。よって、私も

運用よりは活用のほうがいいのではないかと思う。 
委員   ： １の計画実現に向けての基本的考え方の①のところに表がある。この表の中

には非常にシステマティックなものがあると思う。例えば、この都市計画マス

タープランを根拠に、様々な制度上の仕組みや市街化編入の話、地区計画制度

等の都市計画の仕組みの話があり、それともう一方、このような事業展開をや

っていきたいことについてもその中で反映させていくとか、また、先ほどあっ

た市民との協働という部分もある。この部分はそういう法律上の話と、これを

もとに市民がいかに協働してやれるのかというソフトの面まで含めた全体の

まちづくりをやっていくという意味で「活用」が適切だと思う。  
委員長  ： 市民の参加も含め、マスタープランというものは個別プランとは違い、プラ
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ンをまとめるマスターのプランですので、概ね「活用」のほうがいいのではな

いかというご指摘が多かったと思うので、これで行かせていただきたいと思う。

そこを含めて、第４章でそのほかご質問、ご意見はいかがか。  
委員   ： １５９ページについて、岡崎市の市民協働推進条例では、市民に事業者も含

まれることになっているので、表現を改めたほうがいいと思う。  
  それと、１６０ページの②の市民活動の促進だが、これも市民協働推進条例

の中のことが書いてある。都市マスとしてこれをどうするということではない

のだなと思い、どうしてここで書いたのかがよくわからなかった。関連性がよ

くわからないので教えてほしい。  
事務局  ： 確かに事業者も企業市民というふうに、広い意味で市民でございますが、市

民と事業者、開発者とは違う側面も持っているので分けて書かせていただきま

した。もちろん事業者も企業市民なのですが、都市計画の実現の意味では少し

差別化してもいいのではないかなというふうに思っております。  
委員長  ： 市民協働推進条例での定義や、ほかの例えば環境条例だとか、さまざまなま

ちづくりの条例があるが、市として使い分けてもいいのか、それとも１つの考

え方で統一すべきなのかについてご議論をいただいて、また後ほどご回答いた

だくこととする。  
  １６０ページの下の指摘についての事務局側の回答をいただきたい。  
事務局  ： 都市計画の中でそれが適切かということではなく、市民活動の促進の中で、

協働のルールづくりとして団体の登録制度や条例の制定というものを、実現を

するために市民協働の推進が必要な中でこういうものを促進していきたいと

いうイメージでこれを載せています。  
委員   ： 都市マスの中で岡崎市市民協働推進条例の制定をするようなイメージになっ

てしまうなと思うのと、それから市民活動を促進するためにこんな市民活動支

援とか、協働ルールづくりが必要ですよねというのを、もうちょっと違う形で

載せないと誤解を招くのではないかなと思う。  
事務局  ： 計画の実現に向けての取り組みとしての市民協働の推進という面からこのよ

うなルールも必要であると考えこの中に取り上げているもので、条例を都市計

画の中で作るというものではございません。表記の方法は検討させていただき

ます。  
委員   ： １５９ページの下の四角で、市民と事業者、行政のそれぞれの役割・責務だ

が、これは事務局のほうでこういう文章を考えたのか。それとも何かを引用し

たのか。  
事務局  ： これにつきましては事務局のほうで考えたものでございます。  
委員   ： ここの文章だけ、「努めます」になっている。特に「地域社会の一員である

という自覚を持ち、意識向上を努めます」については、全体に何か規範意識を

市民に押しつけているような感じがする。このような表現は馴染まないのでは
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ないか。  
事務局  ： これらは、計画実現に向けての１つの、市民、事業者、行政の役割を整理し

た結果、このような表現になっています。  
委員   ： 行政が「努めます」という表現は当たり前である。市民も地域社会の一員で

すから、役割という意味なら理解するが、責務まで押しつけるのはどうか。  
委員   ： 市民協働推進条例の中でも市民の役割や責務が入っているが、これは原案を

市民が作ったので、やはり市民も自分たちのまちを作っていくという自覚を持

って取り組まなければならないという意味で、市民の役割と責務が入っている

のだと思う。  
委員長  ： 条例の中で、市の役割、市民の役割、事業者の役割というと、必ず責務とし

て書くということが通例化しているので、多分、こういう形が市役所の担当者

の方々はよく慣れておられるが、そこはもう少し柔らかい表現にしていただけ

たらと思う。また、努めていればいいのではなくて、基本的な考え方として市

民協働をきちんとやるというのが、今回の都市目標、都市像、あるいは理念、

全部そこと通底している概念だから市民の方々に受け入れやすいように直し

ていただければと思う。  
委員   ： 先ほどから事務局の方の回答を聞いて思ったのは、ここで話をしている１５

９ページの図や表の中などを見ていると、市民協働というよりも、むしろ地域

協働の話になっていないか。  
  多分、市民活動の推進とか、市民協働に関するところと事業者を市民とは別

に地域に関わる主体として分けて考える地域協働とが少し混ざっているよう

な印象を受けた。その辺についてはどういうふうにお考えか。  
事務局  ： 事業者というのが、市民の中の１つという考え方ではなくて、市民の皆さん、

事業者、それと行政、そういう考え方の中で、市民、事業者、行政の役割とし

て考えてきましたので、事業者と市民の皆様を含めた市民の協働というふうに

考えているわけでして、地域協働までは考えていませんでした。  
委員   ： 都市マスではこの３者を分けてお考えになるというご発言があったかと思う

が、企業市民としての事業者を市民協働といった場合には一緒に市民というふ

うに呼びますよというのも少しご説明があったほうがよろしいかと思う。  
委員長  ： なかなかそこは書きづらいし、書いても難しいところがあると思うが、一番

根本に戻って、３３ページの都市づくりの基本方向でご議論いただいて、これ

まで皆さんがご了解のところで、都市づくりの基本姿勢の１に協働、協創によ

りみんなで築く岡崎というところをいかにわかりやすく書くかということだ

と思う。要は市民ということの定義もあるが、協働という言葉はこの第４章に

ずっと使っている一方で、基本姿勢の中には協創という言葉もある。そういう

ことについても少し触れながら、今の内容を整理していただけたらと思う。  
委員   ： １６３ページの計画評価指標の設定について、もう１度説明をしていただき
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たい。計画評価指標の設定はしないよというお話だったが、その辺の根拠がよ

くわからなかったので、もう１度ご説明をいただきたい。  
事務局  ： 先ほど申し上げましたのは都市像４の２の基本方針２の大雨に強い都市づく

りについて、他の項目と同じような適切な項目が見当たらない状況ですので、

ここは指標を設定していないことを説明いたしました。  
委員   ： この４章というのは結構特徴的だなと思っておりまして、私が関係している

ところはポイントまでは踏み込んでいないが、そんな中で岡崎の場合にはちゃ

んと評価をして途中で見直すということなのだが。ここの位置づけはどれほど

のものなのか。本当にやるのか。もし本当にやるとなると、しっかり枠組みを

作っておかないといけないし、評価のところももう少ししっかり考えておかな

いといけないと思う。要は本当にこの指標に基づいて中間年度に評価をして、

その後に計画を見直すのかどうか、そういう仕組みを導入するのかどうかを確

認したい。  
事務局  ： それにつきましては、２７年の中間年次等定期的に評価を行い、計画の見直

しを図るべきものについては行っていく必要があると思っています。  
委員   ： そうすると１６３ページの１番、自然環境と共生した都市づくりの計画評価

指標が、河川の水質環境基準達成率になっているが、例えばこれが達成できな

かった場合はどうするのか。もう自然と共生した都市づくりはあきらめるのか。

それとも、それに対する施策を見直すのか。  
事務局  ： あきらめるという問題ではございませんので、やはりこれにつきましては都

市計画の中で達成に向けた仕組みづくりをしていく必要が出てくると思って

おります。  
委員   ： そういう意味で、進行管理という言葉がいいなと思っており、私はどちらか

というとアウトプットでいいのかなと思っている。最後に主要施策の展開とい

うのがあるが、こちらのアウトプットをしっかり評価して、その中間年次でで

きてなかったところに関しては、ここはもう少し早めないといけないとか、し

っかり予定どおり進めないといけない、あるいは前倒しだとか、そういうこと

にして、最終的に１０年後にアウトカムとして達成できるような方向に軌道修

正することも１つと考えている。これは新たな取り組みでいいなと思うが、そ

れ故にどうすべきかが難しいので、皆さんのご意見をお聞かせいただければと

思う。  
事務局   ： アウトプットでもというご意見もいただいたのですが、こういう事業評価

をしている場合、３カ年とか５カ年の事業計画の場合によく使う手法でありま

して、都市計画のマスタープランは１０年以内にやるもの、および１０年以内

に都計決定だけするようなものも入っているわけですから、厳密な意味で短期

計画、３年ないし５年の進行管理というのはほとんど馴染まないものでござい

ます。それは十分に認識しております。ただ、作りっぱなしというのは非常に
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無責任ではないかと事務局では意識を持っておりまして、いくらかでも進行具

合を見ながら、中間年次の時点で必要に応じて見直し、必要があれば修正とい

うことも視野に入れていこうと考えておりますので、厳密な進行管理とまでは

できないのではないかと思っております。  
委員長  ： 今、事務局のほうから都市計画マスタープランの性格上、いわゆる事業計画

の進行管理というのはちょっと馴染まないものではありつつも、やはり今は自

ら評価をして、点検をして、事業の見直しをやり、マスタープランそのものの

見直しを図っていくということを事務局が意欲的に自らに課したということ

になろうと思う。  
委員   ： この各プランは大体固まりつつあって、若干の手直しぐらいで、これで固ま

っていくと思う。それで、どのように活用していくかということが今、議題に

なっていることだとは思うのだが、私が思うのは最近、刈谷市にしても、豊田

市にしても、無秩序に農地転用されてしまっているが、両市にも都市マスはき

っとあるはずである。ありながら、現在のような状況になってしまうというこ

とは、まずこれの存在価値がどれだけあるかということにつながると思う。だ

けど、これは都計や個別法によるいろんな計画が連動していくわけだが、果た

してこういう立派なものがまとまっても、どれだけ価値があるのかなと、素朴

な疑問として思う。  
  先ほど、山の重要性についても記載したらどうかという意見が挙がったが、

非常にありがたい意見だと思うので是非検討願いたい。また、河川については、

治水・浸水防除機能の強化等の記述があるが、もし書けるなら噛み砕いた表現

で山の重要性についても書いていただきたい。それにあわせて、検討中となっ

ているイメージ図に、例えば遠景に山を入れていただいて、そこから川につな

がってくるというような、そういう改修河川を遠近法を使って描いてはどうか。

また、利水、洪水の防災だけではなく、防犯の件もということになれば、河川

堤防に防犯灯が充実しているようなイメージ図にすることで防災・防犯の表現

ができるのではないか。  
委員   ： 計画評価指標の関係だが、本来の目的がきちんと達成できているのかどうか

について、計画案どおり定期的に評価して、見直すべきところは見直して、た

だ計画どおりやったからいいというのではなく、本来の目的を達成しているか

どうかをチェックしていただきたいと思う。  
委員   ： 計画評価指標の項目を選んだ理由というのがあると思う。例えば自然環境と

共生した都市づくりでは、河川の水質の環境基準達成率しかないが、それだけ

ではないはずである。それ以外のものがない理由を教えていただきたい。  
事務局  ： それについては、１つの基本方針に１つの評価指標、なおかつ１０年以上同

じ形のデータが得られるものとして、お示ししている指標を計画評価指標とし

て選びました。  
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委員   ： ある自治体の総合計画における指標の妥当性や進行管理、進捗状況の点検に

協力しているのだが、その際に非常に問題だと思って考えていたのが、定量的

に出せる指標と出せない指標があり、定性的なものも考えなければいけない可

能性もあることである。  
  もう１つ、どうしても市民協働や市民の方々との協創を考えるようなマスタ

ープランでは市民満足度といったものも考えていかなければいけないのでは

ないか。例えば、公園を作って整備率が向上し来る人も増えたが、果たしてそ

れがいいことか、悪いことなのか、市民の人たちにとってそれがいいこととし

て映っているのかどうかなど、そのような満足度についても考えなければいけ

ないのではないかという話が出た。  
  それとこの指標だが、それぞれ指標の性質が異なっていて、短期間で見るも

のと、ある程度長い期間を経て見ていかなければいけないものがある。これら

を同じ５年や１０年というタイミングで評価していいのかどうかについて、そ

れぞれ指標ごとに考えていかなければいけないのではないかという話も出た。 
  その自治体は、事業のスクラップ・アンド・ビルドに取り組んでおり、計画

の中での事業の連携や事業の集約など、いろいろ組み替えを行なっている。そ

れらを見ていると、現在提示されている指標をそのままずっと使っていくだけ

ではなくて、ほかに新しい指標と置き換えたりする可能性もあると思うので、

各指標間の連携、どれがどういうふうに連携しているのかというのも少し枠組

みを組み立てるときにお考えになったほうがいいかと思う。  
  都市マス以外の計画でも計画評価を行っていると思うので、無理のないもの

を作っていくためにも、それらの計画との連携についても検討されたらどうか

と思う。  
委員長  ： 進行管理、あるいは計画評価指標の設定について、本当にこれは非常に大変

なことで、この数値が減るほうがいいのか、維持するほうがいいのか、１００％

にならなければいけないのか。進行管理ですので、今は年次の欄は空白になっ

ているが、それも含めて、今申し上げられたようなさまざまな評価が入ってく

る。市民の方の受け取り方の問題もあるので、この計画評価指標の設定の２の

ところにもう少し、考え方や位置づけ、使い方等の役割の記述をお願いしたい。 
  ただ、こういう評価指標を用いて、自ら進行管理を市民と一緒にきちんとや

るということのほうがむしろ大事なことで、その点を少し書き加えて強調して

いただけたらと思う。  
  個別の議論になると統計データが取れるかどうか、減るにはどれぐらいの減

少率がいいのか、また、そのための予算など、これらを考えなければならない

し、目標を達成して終わりにしたくないので、市民と一緒にやっていくという

視点をマスタープランという性格上、役割、位置づけとして書き込んでいただ

けたらと思う。  
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  また、（３）の主要施策の展開についての主要施策がなぜこの施策が選ばれ

たとか、それと、都市像４に対応し丸がついていることの意味とか意義とか、

それについてもう少し付記をしていただきたい。１つの事業でもさまざまな都

市像と関わっているので、それらを地域をまたいで取り組むこと、あるいは単

独の地域で取り組むなど、いろいろあると思うので、そういうことの表記をし

て、市民になぜこの表がここにあるのかという役割をもう少しわかりやすく書

いていただけたらと思う。  
  まだたくさんご意見があろうかと思うが、それは近々にまた事務局のほうに

お寄せ下さい。  
 

（２）報告事項 

岡崎市都市計画マスタープラン（原案）地域別説明会（当日配布資料１、２） 

  

事務局  ：報告事項の説明 ―省略― 

 

委員長  ： ただいまの地域別説明会、８カ所について、お手元の資料どおりの日程、場

所で開催されるが、何か提言等あるか。  
委員の方々もぜひ参加いただいて、市民の方々の反応や関心も含めて、ご出

席を願えたらと思う。  
  この委員会の冒頭の参考資料にあるように、本日、委員会１１回目をしまし

て、一応素案のまとめ、先ほどの委員の皆さんの修正点等を含めまして、ある

いは差し替え部分も含めまして素案をまとめさせていただいた後、地域別説明

会を行ない、その地域別説明会での市民の方々のご意見も含めて、次の１２回

の委員会には素案として確定させていただくという段取りになろうかと思う。

先ほども申し上げたように、まだ細かな修正等があろうかと思うので、それに

ついては事務局に個別に早めにお声を寄せていただけたらと思う。  
  では、協議事項、報告事項が終わったので、本日の議事を終わらせていただ

く。  
 
 

以上  


