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第１２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 6月 29日 午前 10時 00 分～午後 0時 00 分 

 

２．開催場所 

岡崎市役所西庁舎 7階 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 

〃 山田 和久 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 主幹 

〃 大利 道夫 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 

〃 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   〃 

（２）欠席委員      

委員 平松 繁 岡崎森林組合 代表理事組合長 

〃 林 加代子 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 

小林都市整備部部長、高野都市整備部参事、石川都市計画課課長 

天野都市計画課副主幹、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 

地域別説明会の結果（当日配布資料 1） 
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（２）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 1、当日配布資料 2、3、4） 

 

７．議事 

（１）報告事項 

地域別説明会の結果（当日配布資料 1） 

 

事務局  :報告事項の説明 ―省略― 

委員長  : 4月に行われた地域別説明会について説明があったが、ご質問、ご意見はある

か。 

 私から質問だが、資料の一番右に対応欄があり、対応済みは斜線、マスター

プランに盛り込むものは文字で書かれているが、６ページの１１番と９ページ

の４番が空欄になっている。これは対応済みではなくて、マスタープランにも

特に反映しないということか。 

事務局  : 今ご指摘いただきました２カ所ですが、斜線が抜けております。こちらの２

点についても当日の回答で対応済みと考えているものでございます。 

委員長  : そのほかにご質問、ご意見はあるか。非常に積極的な意見から細かな意見ま

であるが、それぞれ都市像１から４まで万遍なくご意見をいただいた。逆に地

域別構想について質問が少なかったという感想を持ったのだが、４０２名とか

なり多くの方に来ていただけたかと思っている。 

   では、報告事項の地域別説明会の結果は以上のとおりとさせていただく。 

 

（２）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 1、当日配布資料 2、3、4） 

 

事務局  :協議事項の説明 ―省略― 

委員長  : 都市計画マスタープランの素案について、修正点並びに計画評価指標につい

てご説明いただいた。非常に多岐にわたり専門的な内容もあるが、何かご質問、

ご意見をいただきたい。 

委員   : 計画評価指標について、参考資料１の１３ページの基本方針３、主要幹線道

路のＣＯ２排出量の最初の行で「公共交通の利用促進や自動車・歩行者交通ネッ

トワークの強化により」と記載されているが、この「自動車」は「自転車」の

誤植か。 

  ２つ目だが、１８ページ、主要施設の入場者数で、岡崎城の入場者数が１９

年度に激減しているが、これは何か理由があるのか。以上 2点である。 

事務局  : 岡崎城は平成１９年度に耐震改修を実施しておりまして、相当期間閉鎖をし

ておりました。 
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また、「自動車・歩行者交通」の表記に関しましては、誤植ですので、「自転

車・歩行者交通ネットワークの強化」に修正させていただきます。 

委員   : これは文脈から言えば自転車だが、実は指標自体は道路交通の指標を使って

おり、もう１つは、ＣＯ２の削減という意味では渋滞の緩和というのが一番大き

な寄与ということになる。そういう意味で、「自動車ネットワークの整備による

渋滞緩和」という項目をまず１つ目に記載してもいいと思うので、それも書い

たうえで、「自転車・歩行者のネットワークによる交通量削減」と記載してはど

うか。 

事務局  : ２点目に都市計画道路の整備による渋滞緩和に関しても書いておりますが、

表現が不十分であったかもしれません。記載の順番も含め検討させていただき

ます。 

委員   : もう１つ気をつけていただきたいのは、２番目に書いてある大気汚染防止に

ついてである。大気汚染というのは間違いなく公害だが、その一方でＣＯ２は地

球環境問題であり、決して公害ではない。そこを切り分けて考えられたほうが

いい。 

委員長  : では、先ほどの自動車か自転車かという表記も含めて修正をお願いする。 

委員   : 計画評価指標の関連で、１８年度から１９年度にかけて岡崎城の入場者数が

非常に高いのは『純情きらり』の影響ではないかと思う。翌年、岡崎城の修理

もあったかもしれない。 

  お尋ねしたいのは、地域資源というところで、指標の項目は公共施設が挙が

っているが、民間の施設、例えば八丁味噌の郷等は、この目標値の数字ぐらい

の実績としては出ていると思う。指標には公共施設を取り上げるという決まり

があるのか。 

事務局  : この指標を検討する段階で岡崎城、三河武士のやかた家康館だけに限らずに、

もう少し額田地域を含めてさまざまな観光資源があるので、そういうものを反

映できないかということも検討したのですが、ある程度正確に入場者数が把握

できるところがこの２つしかなかったので、この２つを指標にしました。今お

っしゃられた八丁味噌の郷等でどれだけ正確な入場者数を把握されているかと

いうこともありますが、その入場者数を入れてしまうと、またほかにも指標が

発散していきますので、これで行きたいと思っています。 

委員   : 産業観光ということで地域資源という考え方の中に当てはまるかと思ったが、

データの精度の問題があるということで理解した。 

  もう１点だが、冒頭に中央地域の差し替え資料をお示しいただき中央地域の

中の番号の違いという説明だったが、前回策定委員会の素案で示されたものと

地域別説明会資料を比較すると、計画の内容の目標の３番の新文化会館の整備

が消えている。それから、１９番に以前記載されていた地域内交通の充実、２

７、２８番の優良農地の保全と集落環境の充実、その４項目が地域別説明会及
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び前回策定委員会の素案で記載されていたが、今回の資料には記載されていな

い。その経緯についてご説明いただきたい。 

事務局  : まず、新文化会館の表現ですが、中央地域の地域別説明会の中でも新文化会

館の場所が確定したのですかというご質問もいただきまして、現在３ヶ所程度

比較検討している候補地の１つですということで当日回答させていただいてお

ります。 

  事務局として、委員会の中でもご意見をいただきながら中心市街地、都心ゾ

ーンになるべく集客力、拠点性のあるものを持っていきたいという考え方のも

と、本マスタープランに記載していましたが、庁内で検討する中で、少々書き

過ぎではないかとの意見が出ました。例えば９３ページの芸術文化機能の整備

や９４ページの中心市街地の歩行者空間の充実、回遊性、滞留性の向上等、そ

れから文化、福祉施設の機能充実等も視野に入れて中央地域に書いていたので

すが、新文化会館を具体的に中央地域に記載することはまだ庁内の意思統一も

できていなかったため、記載できませんでした。ただ、都心の活性化に向けて

の思いもありまして、表現としては残しています。 

  その他、土地利用とか交通等、地域全体にかかわるようなこと、また、場所

が確定されていないものにつきましては、図示しないことにしました。 

委員長  : 新文化会館については市民のご期待も多いかと思いますが、現時点では具体

な場所を特定する記載はできないようです。その他、ご意見はいかがか。 

委員   : ２点ほどご質問させていだく。素案の１６２ページ、行政の役割で、一番下

の表の中に３点ほど書かれているが、１点目の「適切な情報提供と知識を市民

と共有し」というのが日本語としてなじまない。このままだと、適切な情報提

供と知識を市民と共有する、と読める。３点目の「空間等の支援を行います」

というのは、空間はどういうふうに支援を行うのか、疑問に思う。活動の場を

提供されるとか、何らかの場所を提供されるのではないかと思うのだが、その

あたりの表現について気をつけていただきたいというのが１点目である。 

  ２点目は、計画評価指標について、２ページに都市像１の計画評価指標で、

水循環再生指標というのが出ているが、なぜ自然と共生した都市づくりという

ところで水環境、水循環というところに特に特化されるのか。環境とか自然、

特に自然というと色々なものがあるが、ここでどうしても水環境、水循環に特

化されて指標を作るのであればその理由もあわせて記述いただいたほうがわか

りやすいかと思う。岡崎市にとって非常に重要だからこれを特に取り上げるん

だというそれなりの理由が必要だと思う。 

  指標の設定の中に水質とか水量というのは大体どういったものが出ているの

か明示していただきたいし、生態系とか水辺というものはどういうものが中に

入っているのか。指標の算出方法についても他の指標に関しては結構丁寧に書

かれているが、水循環再生指標に関しては書かれていない。その辺についても
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記述いただきたい。生態系というのは気になったので、わかる範囲でご説明い

ただきたい。 

事務局  : 水環境調査、いわゆる水循環再生指標について、生態系に関する調査は実は

五感による調査が主になるわけですが、５段階評価になっており、生態系につ

いてどんな調査項目があるかというのを挙げさせてもらいますと、「水質階級」

が１、２、３、４、何もいないとなっていまして、調査方法としては、水生生

物を見て水質等、階級を決めているという指標があります。 

  それから、「魚」という項目がありまして、これも５段階評価ですが、目視で

たくさん魚がいるとか、たまに魚の姿を見かけるとか、魚がいないというよう

な評価になっております。 

  それから、「水際の植生」ということで、ヨシとか水草など、水際にいろいろ

な種類の水草が多く生えているというのが５になっており、逆に水際に植物が

何もないというのが１という評価になっております。 

  それから、「水辺周辺の植生」、これはどちらかというと少し堤防のほうにな

ると思いますが、発達した樹林地があるとか、ないとかいう評価をするという

ことになっております。 

  「周辺の生き物」、鳥や昆虫ということですが、いろいろな多くの生き物が見

られるというのが５という形です。生き物の姿が全く見られないというのが１

です。そして、「外来種」が調査項目になっておりまして、外来種が見当たらな

いのが５という評価です。逆に外来種しかいないというのが１というような評

価になっております。 

  そういったような五感による評価を行いまして、生態系に関する調査が何点

になったというような出し方をされています。 

委員   : そうすると、生態系のところだけ主観的なデータが交じっているということ

になるのではないか。ほかの指標を見ると大体客観的なデータに基づいての評

価をされているが、ここだけどうして主観的なデータが使われているのか。 

事務局  : こちらの指標は、今回、ＢＯＤを用いた指標を検討していましたが、先ほど

ご説明しましたように、昨年度、河川の７地域で１００％、環境基準を達成し

ました。そこで再検討したところ、実は総合計画において水循環再生指標を使

っていましたので、この指標を採用しました。これは市内の多くの河川でボラ

ンティアの方々を含めていろんな河川の状況を調査して点数化したもので、昨

年が３.１で、これはもちろん感覚的な五感を使ったものが、生態系にかかわら

ず、水辺に関すること、それから水量に関することも五感に頼っているものが

結構ございます。 

委員   : そういった理由付けがあるならば、簡潔にお書きいただいたほうがいい。水

循環ということを何も否定するわけではなく、岡崎で水循環というのは非常に

大事な指標だということでしたら、なぜ緑に関する指標など他の指標ではなく、
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水循環を取り上げたのか理由も書いていただき、先ほどのお話だとＢＯＤの値

等は環境基準をクリアされており、次はもっと市民の人たちが満足のいくよう

に環境を考えていきたいというご意向だと思いますので、そういった点につい

て少し記述いただきたい。 

事務局  : 記述するように検討させていただきます。なぜ水を主にということですが、

おっしゃるように大気、緑に関連してくる指標としてＣＯ２などもありますが、

額田地域も含めた岡崎市内の緑を含めた環境の質が如実に乙川等を通じて水質

にあらわれているのではないかと思いまして、水というものでかなり環境の大

事な部分を把握できるのではないかと考えています。それから、確かに主観が

入ってくるような計測方法ではありますが、市の環境部で定期的にそういう指

標を観測していくということですし、ある意味主観が入るのですが、単なるＢ

ＯＤ、ＣＯＤより、より高度な環境を目指している指標ということもありまし

て、今回これを使わせていただいております。 

  それから、1点目のご意見につきましては、例えば１６２ページのところです

と、「適切に情報提供するとともに、知識を市民と共有していく」とか、よく読

んでみると言葉が稚拙で、最後の「空間」を「活動の場」と言い換える等、表

現の工夫をさせていただきます。 

委員   : そのとおりに修正していただいたら特に問題ない。行政の役割や市民の役割

というのは注目されやすいところかなと思うので、特に注視していた。 

委員長  : そのほかご質問、ご意見はないか。 

委員   : 計画評価指標で、１１ページの公共交通の利用者数ですが、ここで鉄道とバ

スの指標を設定されており、愛知環状鉄道についてはほかのＪＲ、名鉄と比べ

てもかなり目標値が高くなっている。この考え方を教えていただきたい。 

  それから、バスの利用については横ばいを想定しているとのことだが、これ

が路線バス以外の、市で取り組んでいるバス網については考慮されていないの

か。また、公共交通の充実を目標に掲げられている中で、バスが横ばいでいい

のかどうかという考え方についてもお聞かせいただきたい。 

事務局  : まちバスにつきましては、コミュニティバスの社会実験として２年という時

限を切った運行ですので、今後の展開がわからないところがありますので、こ

の中には入れていません。 

  愛環の目標値が高いということでございますが、１５年から１９年までの伸

びから算定して目標値を出しております。愛環の場合、近年かなり伸びている

ことを考慮してこのように高く目標を設定させていただきました。 

 また、岡崎からトヨタ関連企業への通勤も多いと聞いており、企業も公共交

通機関の利用を促進しているということをお伺いしますので、そういったこと

も含めて愛環の目標設定をしております。 

委員   : 先ほどのバスについてだが、現状は減少しているのだと思う。年々減少して
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いる中で横ばいというのは、減少から比べればよく頑張っているという意味の

目標値だと思っている。特に今岡崎は地域公共交通総合連携計画のもとで幹線

バス、特急バスなども走らせており、ここ数年は多分上向くのだろうなと思っ

ているが、２７年、３２年となるとわからないということで横ばいに設定され

ているのだと思う。 

  ただ一方で、市民の方々からは公共交通の充実ということに対しての要望が

高いということなので、そういう意味では市としてもさらに増加を目指すとい

う姿勢を出すのは１つの案だろうなとは思うが、何しろ将来展望が明確になっ

ていないので書けないのかなと理解している。すなわち、市民の方々の声を聞

けば、市としては上向きの値を出すのも１つかもしれないということだ。 

  この指標は、実は色々な基準で作っていただいているが、１ページにその説

明があり、一番右側に目標設定方法としてＡ、Ｂ、Ｃと仕分けしていただいて

いる。これによってなるほどこういうことで設定されたのだなとわかりやすく

なっているが、いま一度、このＡ、Ｂ、Ｃ、どうしてこれがＡで、どうしてこ

れがＢで、どうしてこれがＣかということだけ簡単にご説明いただきたい。想

像する範囲では、まずＢとして、基本的に総合計画にあるものはそのまま使い、

ないところに関してはＡとして過去データを調べそのトレンドから設定。とこ

ろが、過去のトレンドのデータも取れないところに関しては、Ｃとして現状の

値をもとに施策の効果を加味したものと思うが、その理解でよいか。 

事務局  : そのとおりでございます。基本的にトレンド推計で施策を加味するというＡ

の考え方でやっているのですが、それに加えて、総合計画で設定されていれば

それとの整合を図る必要があるということでＢとし、Ｃに関しては、もう少し

それ以外の指標を取り巻く情勢も加味する必要があると判断したものです。 

委員   : 1ページの（２）の文章中に記号を書いておいていただくと整合が取れてわか

りやすい。 

委員   : バスのことがいろいろ話題になっているが、これからはバスをなるべく利用

するということで、利用しやすいバスが大事かなと思う。岡崎市もどこもそう

だが、７５歳以上の高齢者に対して免許証の返上ということを非常に啓蒙して

おり、そういうようなことも記述の中のどこかに入れて、老人は安全を第一に

考えて無理せずバスを使うという方向性を示せば、バスの利用もうまくいくの

ではないかと思うがいかがか。 

事務局  : 記述については検討して、盛り込めるものであれば盛り込みたいと考えてお

ります。 

委員長  : 計画評価指標そのものについて、中身のご質問、ご意見をたくさんいただい

た。それを踏まえ修正すべきところは、パブリックコメントが迫っております

ので、あとはご一任いただく。それから、表現等の修正についても事務局のほ

うで対応していただく。 
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  計画評価指標そのものは都市計画のマスタープラン自体具体的な事業ではな

いが、マスタープランの中においても進行管理をきちんとしておくという概念

が最近出てきており、具体的、客観的な指標に基づいて自らチェックしつつ、

市民の方々もこれを目安に評価をしていただく。当然、市としてはこの計画評

価指標に基づいてなぜそれが達成できたかという効果の問題もあるが、しなか

った場合についての説明責任を果たすという義務が発生するので、それを含め

てさまざまな指標について検討していただいたと思う。当然ながら、もっと他

にも考えられた指標があったと思うがあくまでこれは総合計画という市の最上

位の計画に基づく都市計画マスタープランですので、かつ都市計画として具体

的な手段を講じられるということも含めて指標をお選びだと思いますので、そ

の点はご了解いただきたい。 

  本日、委員の皆様のご質問はこの参考資料１の計画評価指標についてという

ことで、これについて中身はよくわかるのだが、都市計画マスタープランの素

案では１６７ページの１ページにまとめられているので、これは市民の方々に

どういう出し方をするかについて市の考えを聞きたい。今日お配りいただいた

概要版については当然あまり細かくは載っていないが、計画評価指標というの

は別の形で市民の方々にきちんと、こういう理念に基づき、こういう内容で、

こういう推定に基づいてやっているというのは何らかの形で目に触れるような

ことをお考えなのか。もし素案だけの公開になると、１６７ページだけ見ても、

市民として何をどう貢献していいかわからないと思う。 

事務局  : 当初、事務局で考えておりましたのはパブリックコメントの対象はマスター

プランの素案及び概要版です。本日お示しした計画評価指標設定はかなり難し

い中であえて設定したところもございましたので、これの公表は当初考えてい

ませんでした。 

委員長  : 自然と共生した都市づくりに関して言うと、指標が水環境だけということに

ついて、特に環境に理解あるいは積極的な発言をされたい市民の方がいると若

干疑問が残る可能性もある。そうすると、１６６ページの計画評価指標の設定

のところにもう少しコメントがあってもいいのではないか。これだけで当然不

足なのはわかっているが、あえてこういう指標で進行管理をしていくことにつ

いて、もう少しコメントがあるとこの素案を市民の方々が理解しやすくなるの

ではないか。計画評価指標については、本日のような指標に関する詳細な資料

が出てくると質問がしやすいし、具体的に都市計画の事業、施策や方法として

何ができるかと考えられるが、素案の１６６ページの表だけが出てくると少し

わかりづらいので、もう少し追記してもいいのではないか。 

  それから、用語集について、以前はそれぞれのページの横に付されていたも

のもあったが、巻末にまとめさせていただいている。その他表現として難しい

もの、あるいはもう少しこの用語も入れるべきだというのもあるかもしれない
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が、一応この形でとりまとめをさせていただいているのでご了解いただきたい。 

  それ以外のご質問、ご意見はいかがか。全般にわたってのものでも結構であ

り、策定スケジュールや概要版についてでも結構である。 

委員   : この概要版はパッと見てすごく美しいなと感じたので、こういう美しさは大

事だと思っている。３ページに例の一番ポイントとなる絵が上手に描かれてお

り、都市づくりの目標４つと基本姿勢２つが上手にまとめられている一方で、

素案は前のままの絵だが、これはどうするのか。素案は素案、概要版は概要版

という扱いか。このような絵は非常に重要で、これから市民の方々に説明する

ときにも絵を使っていくことになると思うが、どのように考えているのか。 

事務局  : 現在、絵やグラフ、文章表現等の見直しを行っており、本来ですと、今ご指

摘のように、概要版と本編が同じ絵にならなければいけないわけですが、まだ

追いついていないところがありますので、パブリックコメントまでにはデザイ

ン的な部分は調整させていただきたいと思っています。 

委員   : わかりました。 

委員長  : では、概要版の３ページと素案とは少し異なるが、それはまた統一性を図っ

ていただくということでお願いする。 

委員   : 図表の中の特に地図を使っているところはもう少し文字を大きめに表記して

いただいたほうがいい。例えば８ページの下の取組方針２などは、情報量が非

常に多く文字が多いため、少し取捨選択されたほうがいいのではないか。 

  また、市民公募の委員の皆さんにお聞きしたいのですが、実際には概要版を

一般の市民の方が見てわかりやすく感じるとか、その地域のこと、特に自分の

住んでいるところや活動している地域のことを非常に適切にあらわしているか

どうかについて、どういうふうに委員の方はお考えなのか、その辺についてお

聞きしたい。 

委員長  : 率直に８ページ以降、小さな図については記述が少し読みにくいのは事実で

ある。外すわけにはいかないところもあると思うが、そこを含めて、先ほど委

員が中央地域のことを細かくおっしゃったが、ご自分のお住まいの地域等、も

う少しこうしたらいいとか、これはわかりにくいとか、気づいた点をお聞きし

たい。 

委員   : 地域別説明会のときに、額田地域では６０名ぐらい出席していた。これが多

いのか少ないのかちょっとわからないが、住民そのものが都市計画にはなじみ

がないことから、まずこのような立派なものを作って、これからみんなの目に

触れるわけだが、なかなか難しいところがある。だから、できるだけ噛み砕い

て説明してほしいという要望をしたつもりで、それなりに努力はしていただい

たと思うが、まだ十分とはいえない。これからパブリックコメントを行うわけ

だが、周知の方法、できるだけ幅広く大勢の人に参加してもらうための手段に

ついて格別な配慮をいただきたい。また、質問については懇切丁寧に説明して
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ほしい。 

  それから地域に委員会ができると聞いているが、そういう方を通じてできる

だけ幅広く地域へ浸透するような格別な配慮をぜひお願いしたい。 

委員長  : 今のご意見の対応は、事務局は何かコメントはあるか。額田地域に都市計画

の説明会を行っていただいたが、さらにということである。 

事務局  : 額田地域につきましては並行して都市計画区域編入の説明会等も継続してお

り、先ごろ地元で新たに都市計画区域に入るところを中心に都市計画の委員会

も設立していただき、設立総会には市からもお邪魔しまして説明もさせていた

だいております。今後とも地域の盛り上がり、まとまりとともに、私ども、い

ろんな施策、まちづくりの方法等を情報提供しながら一緒に考えていきたいと

思っております。パブリックコメントの中でも広い意味での岡崎市全体の計画

で多くのご意見をいただければ、それに対して回答を含めて対応していきたい

と考えております。まちづくり委員会等も交えて十分都市計画についてのご理

解をいただくとともに、今後の方向性について一緒に考えていきたいと思って

おります。 

委員長  : ありがとうございます。 

委員   : 市民の立場からどうかということですが、多少関心があっていろんなところ

の都市計画マスタープランを見るが、思い込みもあるが大概どこもわかりにく

い。わかりやすく作るという努力は非常にいいのではないかなと思う。 

  それから、とんでもない意見も出るかと思うが、何らかの形で回答していた

だけるようお願いしたい。私は大門に住んでおり、岩津地区の地域別説明会に

出席したのだが、５０数名で結構多かったなという印象とともに、たくさん意

見が出たなと思っている。それから、大学生が環境面からＣＯ２を削減するため

にどういうまちづくりをするんだということを言っておられたが、とても心強

く思った。若い人たちにどういうまちを作って渡していくのかというのが私た

ちの使命ではないかと思うので、そのような若い人たちの意見もどう発掘して

いくのか、どういうふうに吸い上げていくのかということもこれから考えてい

ただきたい。 

  それから、とんでもない意見といえば、私が言ったのだが、もう一度、バス

だけでなく、路面電車はどうかという提案をしたわけだが、言っている私も実

現する可能性というのはゼロパーセントだろうなと思って言った。 

  しかしヨーロッパのまちを見ると路面電車が必ず出てくる。ああいったまち

というのはいいなと思う。柴田市長に路面電車を作るぞという形で、これだけ

のまちづくりの１つ目玉を打ち上げたらとてもいいスローガンになるのではな

いかなと思う。４０万ぐらいの都市が全国各地でいろんなところで古い施設を

利用するのではなくて、新たに路面電車、ＬＲＴを作る、あるいは計画してい

るところもあるわけだから、そういった形での意見を私は言ったのですが、無
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理ですねという返事、その一言で終わった。とんでもない意見も何らかの形で

取り上げていくとか、そういった形でやっていってくれればよりよい岡崎市に

なっていくのではないか。 

  それから、全体はともかく、個々についてはわかりやすく、いろんな方々の

意見が吸い上げられるような形でやっていただければ、マスタープランとして、

１０年、２０年後の岡崎市を見据えた形で考えているというのはいいと思う 

事務局  : ありがとうございました。地域別説明会でも貴重なご意見をたくさんいただ

きました。公共交通で路面電車のご意見もいただきましたが、今の時点で路面

電車をマスタープランに書くのは難しいです。 

 これにつきましては学識の先生方にご相談させていただきまして、例えばト

ヨタの開発した連結式の自動運転等の技術もあるので、今後、バスの進化した

ような形でも検討していけるといいねという議論もいたしました。あまり具体

的には書けなかったのですが、マスタープランの中で今後の方向性として少し

文章表現は修正させていただいています。都心ゾーンのまちづくり構想の部分

ですが、１５９ページの方針２、拠点をつなぐ都心軸の形成、ここの上から４

つ目で、「公共交通需要の高まりに応じてより利便性の高い新たな公共交通を

検討します」ということで、はっきりとは今のお話のようには書けませんが、

都心への機能集約や人口配置をしていく中で、公共交通の需要が高まれば、バ

スの発展形のものも含めて公共交通の検討をしていこうということで追記し

ています。  

委員   : 私は地域別説明会において自転車についても発言したのだが、それが反映さ

れており非常にありがたい。今日ここまで自転車で来たのだが、例えば康生や

本町辺りは非常に通りにくい。歩道を通っても通りにくく、歩道から車道に出

るところなどは段差がありますから、かばんを前に入れておくと上に飛び上が

って非常に危険だ。車道を通るのは危険ですから、自転車道等を整備していい

ただければ非常にうれしい。 

事務局  : 主な修正箇所で触れたかと思いますが、７３ページに「自転車・歩行者交通

ネットワークの強化」のところで、新たな方針図もつけています。今具体化し

ている自転車レーンの整備は１路線ぐらいしかありませんが、今後はまず都市

計画道路の中の自転車歩行者道の整備、それから、新たに河川敷等を利用した

ような自転車専用のルートも整備していこうと考えております。それから、段

差の問題についても、歩道の高い盛り上げ式ではなくて、段差の少ない歩道や

順次道路整備に当たっては自転車も走りやすい方向で今後整備していきます。

今の段階では７３ページに書いたような方針のもと、自転車歩行者道の整備に

取り組んでいこうと考えております。 

委員長  : そのほかいかがか。 

委員   : 私は大平地区在住だが、先般の雨で更紗川が氾濫した関係でいろいろご意見
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を申し上げたが、それに関連して、幼いころからずっとこの地域に住んでいる

のだが、更紗川が氾濫するというのは初めての経験で、ヤマダ電機の近く国道

１号から西の地域一帯は遊水地となっており雨が降るといつも水が溜まる。も

う１つは日清紡の北側のところに刈谷から国道１号に通じる道があるのだが、

その周辺はかつて遊水地であったが現在は宅地化され、一時期その住宅一円は

大雨が降ると床上浸水の被害が出ていたが、現在は市でポンプをつけて改修す

るなど改善されてきていると記憶している。 

委員会で以前出たのだが、住宅を許可するときに、かつての遊水地のような

ところを造成して住宅の許可を出すというのはやはりいかがなものかと思う。

日清紡周辺の地域に関しては、遊水地のところを宅地造成したため、近くの人

は住宅を建てれば水浸しになるのはわかっているのだけれども、遠くの人はわ

からないから、そこを買って住む。ですから、長い目で見て、そういった地域

は今後、結局ポンプを設置するなど無駄な税金、無駄な予算を使うことになる

ので、逆に言うと、あらかじめ地形的にわかっているのだから、規制をする必

要があるのではないかということを感じている。 

 それから、大平地区としては、やはり中心地は美合駅になるので、そういっ

た意味ではこの計画の中にも駅周辺の開発、整備等々出ているので、大平地域

としてはこの計画であれば非常にいいのではないかと感じている。 

 それから、私自身が耳にするところでは、今一番関心があるのは先ほど話が

出てきた文化会館がどこへ建設されるのか二転三転して決まっていないようだ

が、やはり岡崎市にふさわしいような施設を希望する。 

委員長  : 今のご意見、事務局はコメントよろしいか。 

事務局  : 開発については細かいところまでお答えできないのですが、地域別説明会で

も更紗川の被害の話は出ました。本格的な改修、断面を大きくするという対象

にはなっていないようなのですが、水路の整備はするということで、このマス

タープランの１１４ページの図にも更紗川の河川の表示は入れさせていただい

ております。 

  乙川につきましては、今の河川整備計画の中で１１４ページの７番の箇所に

大規模な遊水地を整備して河川としての整備を進めていくとともに、内水対策

を今後十分やっていくということですが、その辺は今後関連部局のほうで対応

を検討していくことになるかと思います。 

委員   : 例えば地形的に低い地盤で、少し雨が降ると浸水する地域は、大規模、中規

模でもだが、宅地造成の申請が出たときに、そういう地域は浸水する可能性が

非常に大きいので、行政で建築許可を出さないというようなことはできないの

か。そうでないと、結局そこへ許可を出した後に浸水被害が出た場合、そこに

また予算をつぎ込むということになって無駄なような気がする。ずっと住んで

いる人は地域の実情はよくわかっている。 
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特に私の記憶にあるのは、日清紡の北側、岡崎刈谷線が通っているところに

内田橋住宅という住宅会社が宅地造成、開発をしたが、大雨の時に浸水被害が

出たため、市でポンプ設置等の対応をしている。地域の人は、被害が出ること

はある程度想定できるはずだが、遠くの人は知らずに購入する。そのような場

所は行政で立地条件が悪いため建築申請の許可を出さないようなことができれ

ば災害に強い都市づくりの第一歩になるのかなという気がする。 

事務局  : ご指摘の件ですが、都市計画の面で、まず市街化区域の設定がありまして、

そこの中は計画的に市街地の整備を進めて、また土地利用も促進していくとい

う区域でございます。市街化区域の中でも治水面で弱いところがありますが、

そういったところは市街化区域ということから考えて、雨水面での対応とあわ

せて土地利用を考えていくべきだろうというのが基本的な考え方かと思います。 

  個々の市街化区域の中で雨に弱いところに関しましては、今回説明は省略さ

せていただきましたが、１点追加しているところがあります。８５ページ、施

策の②、「市街地における雨水貯留機能の向上」の４点目、「新たな市街地の開

発に当たっては、雨水の流出を抑制する調整池の設置などを誘導していきます」

を追記しました。個別での記載はマスタープランの中ではなかなか難しいとい

う状況ですが、やはり基本的にはこういった開発に対しては治水面の雨水の流

出などに配慮して調整池の設置など、必要に応じて対応していく考えで、ここ

を追加しています。 

委員   : 「自然に逆らわない土地利用を図る」ということをどこかに書けば事は済ん

でしまう。天井川だとか色々な言葉が出てくるが、自然に逆らわなければ問題

はないはずである。 

委員長  : なかなか事務局も歯切れのいい説明はできにくいようである。 

委員   : 都市計画マスタープランの素案全体を見て、公園整備という問題に対する記

載が非常に少ない。地域によっては、額田など非常に自然が残っており、また、

くらがり渓谷というような公園があり恵まれている。非常に困難を要するとい

うことでしょうが、地域ごとの公園整備といったものについてはお考えがある

のか。ひとつご検討をお願いしたと思う。答えは結構である。 

委員長  : お答えはいいということだが、公園整備も含めて、額田の都市計画予定区域

外のお話も今後ぜひご協議いただけたらと思う。 

  そのほかにご意見、ご質問はいかがか。 

 市民の委員の皆様からは自分のお住まいの地域も含めてたくさんのご意見を

いただいた。今回盛り込めなかった、あるいは盛り込みにくいようなところも

含めて、また今後、検討させていただきたいと思う。 

 防災のところも昨年の豪雨も含めて減災というような形で防災以外にもある

が、減築というようなことも必要な時代がやってくるかもしれないし、それを

サポートする法制度の考え方も出てくるかもしれない。浸水についてご発言が



 14  

あったが、軟弱地盤の上の建築物もかなりの量に及ぶのではないかと思うので、

自然に逆らわない都市づくりというのは言葉としては簡単だが、制度として整

備するのは重要でありつつ難しいところだと思う。 

 ただ、今回は新しい総合計画を踏まえた都市計画マスタープラン素案を皆さ

んでご協議いただいて、今日、一部の文言等について修正のご意見を賜ったの

で、それを含めて事務局と、委員長として私のほうで最終的な確認をさせてい

ただき、資料のとおり今後策定スケジュールに基づいて都市計画審議会への報

告等々を含めてパブリックコメントにかけさせていただきたいと思う。その意

見を踏まえて、本年１１月に第１３回の策定委員会で市長に答申をするという

ような形になろうかと思う。また途中でもお気づきの点があれば、事務局に随

時、早めにご連絡をいただきたい。 

 本日は、報告事項１件、協議事項１件ということで、都市計画マスタープラ

ン素案が、市民の委員の皆様は２年に及び、私どもは３年に及ぶ協議の結果、

大体の成案を得たと思っている。これまでの皆様のご意見等につきまして改め

て感謝申し上げる。 

 本日は以上で議題を終わらせていただく。 

 

以上 


