
 
「稲沢市都市計画マスタープラン（案）」及び「稲沢市緑のマスタープラン（案）」 
に対するパブリックコメント募集結果について 

 
 
 
 １ 募集期間 
          平成 21 年 12 月 7日（月）から平成 22年 1月 5日（火）まで 
 
 ２ 意見提出件数 
          ６件 
            （内訳）電子メール ４件 
                持参    １件 
                ＦＡＸ   １件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



○「稲沢市都市計画マスタープラン（案）」及び「稲沢市緑のマスタープラン（案）」について 
のご意見と市の考え方 

 
「稲沢市都市計画マスタープラン（案）」について 
 ご 意 見 の 要 旨 市 の 考 え 方 
1 現状分析として防災 P15 過去の浸水実績

に 2000 年の東海豪雨の浸水が掲載されてい

ない。どういう理由があるのか。被害を受け

た地域として納得できない。 

ご指摘のとおり東海豪雨の浸水実績の表現が

抜けておりましたので、図1-14に追記します。 

2 P19 基本理念が長すぎる。理念を織り込ん

でスマートな表現にすべきでは。市の方向性

が見えてこず、分かりづらい。 

総合計画から導かれる具体的な目標（キーワ

ード）から基本理念を定めた関係で、ご指摘

のとおり長い表現となりました。基本理念で

はありますが、都市計画マスタープランの４

つの方向性を表現しており適切なものである

と考えています。なお、４つのキーワードに

ついては、イメージを想像できるイラストを

挿入することにより、わかりやすい計画書に

します。 

3 従来の右肩あがりの拡大を前提とする方針

から、人口減少を見据えた計画とした方向性

の転換を明確に記述すべきではないか。 

本計画策定においては、ご指摘のとおり将来

的人口が減少していくことを想定しておりま

す。そこで、２章（２）将来都市構造の基本

的な考え方の中で記述します。 

4 P20 人口推計を読み取ると、市としては何

もしなくても人口が増えていくことを前提

に住宅地規模の検討をされていますが、そう

ならない可能性もある。 

人口増加のため、市として今後どんなことに

取組んでいくのか。 

本市の人口は将来減少することが想定されま

すが、その中で名鉄国府宮駅、JR 稲沢駅周辺

では住宅用地を適切に供給することにより人

口の増加を見込むことができます。現在施行

中の土地区画整理事業等を進めるとともに、

名鉄国府宮駅、JR 稲沢駅周辺においては、新

たな住宅地の供給を図っていきます。 

5 市街地を増やすとしているが、住民の合意と

参加はどのようにしていくのか。 

市街地の形成には、土地区画整理事業などの

事業によって整備を実施します。土地所有者

を始めとする地区のみなさんの合意形成が図

られることがその前提となります。計画段階

から地域の皆さんと十分な調整を図りながら

進めてまいります。 



 ご 意 見 の 要 旨 市 の 考 え 方 
6 国府宮駅は、稲沢の顔であるにも関わらず、

現状では、マクドナルドなど数店しかなく、

大変寂しい感じがします。 

都市拠点にふさわしい景観の形成と書か

れていますが、高層マンションや商業施設の

誘致などで、もっとにぎやかにしていただけ

ないか。 

名鉄国府宮駅前については、商業系用途地域

となっており、商業施設等の立地が可能です。

周辺の基盤整備を促進し人口や就業者の増加

を図るとともに、地域の皆さんと一緒にまち

づくりを考えていくことにより、商業地とし

ての魅力向上に努めていきます。 

7 都市拠点を国府宮駅、JR 稲沢駅に配置する

ということですが、名古屋方面への交通利便

性を活かし、駅周辺の住宅地の整備を進めて

欲しいと思います。若い人が増え、活力ある

市になるのではないか。 

名鉄国府宮駅、JR 稲沢駅周辺の住宅需要の見

込まれる地域については、地域の皆さんと十

分な調整を図りながら、土地区画整理事業、

地区計画等により、新たな住宅地を供給して

いきたいと考えています。 

8 P26 市街化調整区域に無秩序な拡大を抑制

するというが、開発指導要綱をみると、全く

逆ではないか。市として農村地域を守るため

の農村整備計画などを作る必要あるのでは

ないか。今のままでは、調整区域と言いなが

ら農業が成り立たない状況がつくられてい

く。 

土地利用の方針においては、市街化調整区域

のあり方を明記しております。ご意見は市街

化調整区域における開発許可制度との矛盾に

ついていただいたものであると思います。開

発許可制度は、都市計画法そのものによって

市街化を促進する恐れがないものについて、

例外的に開発が認められるものです。本マス

タープランは、本市における都市計画の区域

区分や、用途地域などの地域地区、都市計画

事業等に関する基本方針を定めるものです。 

9 駅へ向かう道路の混雑緩和に向けて、東西道

路の整備をお願いします。 

名鉄国府宮駅、JR 稲沢駅へ繋ぐ、都市計画道

路稲沢西春線、都市計画道路南大通線、都市

計画道路祖父江稲沢線については、将来都市

構造の東西軸に位置づけるとともに、整備促

進を図っていきます。 



 ご 意 見 の 要 旨 市 の 考 え 方 
10 名鉄の山崎駅を利用するため、日光川にかか

る橋を利用していますが、欄干が低く、歩行

者や自転車の通行者には、危険だなあと感じ

ることがあります。日光川にかかる橋自体が

少ないので、交通量自体も多く、車がすれ違

うのもぎりぎりです。祖父江町も稲沢市とな

ったことですし、川を挟んだ行き来がしやす

いように整備をしていただけたらと思って

います。 

ご意見は、県道稲沢祖父江線の山西橋に関す

るものであると思います。山西橋の拡幅整備

につきましては、県道を管理する愛知県一宮

建設事務所の所管となります。日光川の橋梁

の数については、南側に計画されている都市

計画道路祖父江稲沢線の整備を促進すること

で、新たな橋の整備を進めてまいりたいと考

えております。 

なお、現在の欄干につきましては、当時の基

準に基づき設置された高欄（ガードレール）

で、その高さについては現行基準を満たして

いないと思われますが、同様な箇所が市内に

他にも多数あり、順次対策されるよう県へ要

望してまいります。 

11 鉄道の高架について、記載が増えている。道

路の整備も進め鉄道の高架も進める。そろそ

ろ人間を大切にする時代ではないのか。莫大

な投資を必要とする事業が今本当に必要か

と首を傾げる。 

鉄道の高架化については、来年度以降、事業

効果等について調査・整理し、実現性につい

て検討を行っていきます。 

12 P44，46 防災の水害対応、景観としての水

と緑について。浸水対策として、水田と契約

をして、調整池の役割をしてもらい景観をま

もることなど、具体的に市が補助をするべき

である。景観を守るために、「努めます」で

はなく稲沢市としてさまざまな政策にふみ

こんでいくべきではないか。 

水田と防災機能の関連については、今後、有

効な手法について調査するとともに、具体的

な方策について検討し、実現化を目指します。 

13 P48 市民参加の推進に、子どもや女性の視

点とある。幅広い声を集めるための手法とし

て市役所の職員が先頭にたち、地域に入り地

区計画を一緒になって作るくらいの取り組

みが必要ではないか。専門家やコンサルタン

トにたよらず、職員が市民とともにその地域

の特性をいかしながらつくることで、職員が

地域の専門家に育つと思う。 

実施段階にあたっては、幅広い声を生かす効

果的な手法について検討し、取組んでまいり

ます。 



 ご 意 見 の 要 旨 市 の 考 え 方 
14 本当の市民参加を促すには、情報の公開と、

時間をかけた「まちづくり」を徹底するべき

である。インターネットや広報でのパブリッ

クコメントなどだけでは、最初から市民の多

くを排除しているといわれても仕方がない。 

地区計画にしても同様であり、一部の市民の

参加にとどまっている。 

今回の計画策定にあたっては、公募委員が参

加した策定委員会の設置、市民アンケート、

地域別ワークショップの開催など、従来以上

に意見交換、意見聴取の場を多く設けて策定

を進めてきました。今後とも、情報公開や合

意形成に関して、改善を図りながら、より多

くの市民の参加がいただけるよう取り組んで

いきたいと考えております。 

15 重点地区 P69 沿道空間、歩道とある。稲

沢市の環境問題を考えると、平旦な地形を生

かし、自転車を使用することを進めるのがい

いと思う。そのための自転車道の整備はこの

中に入っているのでしょうか。それとも市電

でも走らせるのでしょうか。 

重点地区における沿道空間の形成の具体的な

整備の方向性については、歩行者、自転車、

車の共存のあり方を踏まえ、地域や広く市民

の方々と共に作り上げてまいりたいと考えて

おります。 

16 P70 からの「実現化に向けて」について、作

文だけに終わらぬ仕組みが必要である。この

部分から、行政の役割として、一貫して担当

し責任を行政が持つという部分が抜け落ち

ているのが現状である。みなおしてもらいた

い。 

今回のマスタープランでは、初めて具体的な

数値や事業の目標設定を行いました。達成状

況については、進行管理をしながら取組んで

まいりたいと考えております。 

17 P72 市民参加で市民がどのような役割とな

ることを目標とするのかをはっきりと書く

べきである。目標設定での記載事項は、目標

となっていないのではないか。 

「市民の都市計画への関心を高め、計画作り

に参加を得ることを目標とします。まちづく

り推進協議会と連携した勉強会を立ち上げ、

地域の課題に取組みます。」と追記し、これを

目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「稲沢市緑のマスタープラン（案）」について 
 ご 意 見 の 要 旨 市 の 考 え 方 
18 山崎駅は、秋にはいちょう黄葉祭りで観光客

の方が多く利用されますので、今の自然のま

まの良さを残しつつ、駅周辺が利用しやすく

整備されればいいと思います。国府宮のはだ

か祭に次ぐ稲沢市の名物として、緑豊かな山

崎地区をよりよいものにしていただけたら

と思います。 

山崎駅周辺の銀杏畑については、緑のマスタ

ープランにおいて、緑の重点地区に位置づけ

ています。 
計画としましては、地域の皆さんや観光協会、

商工会との協働のもと、銀杏畑を借り受け、

あずまややトイレなどを配置し、イチョウま

つり（黄葉まつり）の会場として活用できる

銀杏広場の整備を目指すこととしておりま

す。 

19 国府宮駅近くの自動車学校の北側には農地

が広がっています。 
大変見晴らしが良い上、静かですので、ぜひ

このままであってほしいと思っています。そ

の農地が、開発されてしまうのかなど、今後

の様子について教えていただけたら幸いで

す。 

当該地域は市街化調整区域に指定されており

ます。市街化調整区域は新規の開発が厳しく

規制されており、現在の状況が保全されるこ

とになります。 
また、緑のマスタープランにおいても、良好

な田園風景を形成している優良農地を保全し

ていくこととしております。 

20 福田川について、その沿道と橋との交差点

に、雑草や木が茂ってきて見通しが悪くなっ

ているため、以前、伐採をお願いしたが、変

化がありません。 
早期の対応をお願いします。 

厳しい財政状況の中、十分な管理ができなく

なっており、大変ご迷惑をおかけしておりま

す。交通事故の可能性があるようですので、

その旨を当該部署に連絡をし、早期の対応を

促しました。 

 

 


