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会議の内容（概略） 

開会 

（事務局） 

【開会挨拶】 

 ○加藤稲沢市長 

 ○出席職員紹介 

資料説明 

（事務局） 

【国府宮駅周辺再整備について】 

 ○資料に基づきスライドを用い説明 

質疑応答 ＜発言者１＞ 

今、説明していただいたスライドの 31、32ページにイメージが載っていますが、

これは A案でしょうか、B案でしょうか。 

＜事務局＞ 

どちらかというと、B案をイメージしたパースになります。 

＜発言者１＞ 

説明を聞いていると、A案と B案の最大の違いは、立体横断通路があるかどうかと

いうことですよね。名鉄や地権者の方は、この方法は賛成しているのでしょうか。 

＜事務局＞ 

まだ、現段階では権利者の方々の合意形成は図られておりません。今年度、権利

者の方々を委員とした研究会等を開き、意見を把握し、理解を深めていく予定でお

ります。 

＜発言者１＞ 

まだゼロということですね。名鉄はどうですか。 

＜事務局＞ 

名鉄は、勉強会、検討会の委員としてご参加いただいておりますが、まだ今の段

階では方向性やビジョンという具体的な話にはなっておりません。 

＜発言者１＞ 

ということは、名鉄もこれについては OKという話は全くないということですね。

まだゼロの段階なのですね。 

＜事務局＞ 

はい。 

＜発言者１＞ 

人口については、将来の見通しも含めて詳しくグラフがありますが、国府宮駅の

利用者と過去の実績、これからの見通しというのが全く出てきておらず、それなし

に計画するのはむちゃじゃないでしょうか。 

＜事務局＞ 

国府宮駅の利用者の推移を考えていないというご指摘だと思いますが、今のとこ

ろここ数年間利用者は平行線をたどっていることから考えて、2027 年リニアインパ

クトを上手く取り入れ、人口が減って利用者数も下がる可能性を補完するような形

で再整備に当たっていきたいと考えております。 

＜発言者１＞ 
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国府宮駅周辺の再整備なのに、国府宮駅利用者の話が一切出てこないことは変だ

と思いました。実は名鉄の国府宮駅利用者は減っています。平成 3、4年ぐらいに利

用者が過去最高の 3万人でしたが、それが 2割ほど減って、今は 2万 2000人か 3000

人ぐらいです。名鉄で調べたので間違いありません。そういう資料もちゃんと出し

て検討しなきゃいけないなと思います。 

＜発言者２＞ 

国府宮 3 丁目在住の者です。今回の整備計画案など見させていただきまして、現

状の国府宮駅、特に東側で問題になっているのが、車いす利用者やスーツケースを

持った旅行者やビジネスマン、あるいはシルバーカーやベビーカーを押している方

などが、傾斜がついたスロープを下り、また改札を通って、がたがたと階段を上が

らなければならず、非常に使いづらい状態になっていることだと思います。その辺

りも含めて、障がい者に限らず全ての人が利用しやすいような工夫として、今回の

この 29ページあたりの整備計画案は、どの程度ユニバーサルデザインに配慮してい

るのか教えていただきたいです。 

＜事務局＞ 

今のところ、エレベーターを設置して対応していきたいと考えております。例え

ば、今回の検討案の中では、駅東側にエレベーターを設置して、橋上改札へアプロ

ーチできるような対応を盛り込んでおります。また、使いやすいユニバーサルデザ

イン、幅やサインなどそういう部分については、まだまだ検討していく必要がある

と考えております。 

＜発言者３＞ 

資料の 30ページを見ますと、要は何階建てか分かりませんが高層住宅を建て、あ

る程度のファミリー層が付くと書いてありますけど、これはもっと昔にやればいい

話だと思います。今ここに来て、子どもが少ない時代に高層住宅を建てても、逆に

近寄りがたい空間なってしまう気がします。それこそ空き家が目立っているように、

もう人口減少は進んでいるので、リニアを目指すだけじゃなくて、稲沢市全体をも

っと真剣に考え市街地を増やす検討で、市がリーダーシップを取ってほしいと思い

ます。 

＜事務局＞ 

市の方でも人口につきましては、どんどん増やしていこうということで、本日の

資料の 5 ページをご覧いただきたいと思います。こちらは、今、策定しております

都市計画マスタープランの素案ですが、少し小さくて見づらいですが、黄色い所が

あるかと思います。稲島、高御堂、正明寺、といったところです。こちらを将来、

住居系の市街地ということで位置付けていきたいと考えています。要するに、国府

宮駅周辺だけではなく、この黄色い所でも人口を増やしていきたいということで考

えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

＜発言者３＞ 

将来市街地って書いてありますけど、何年を目途にして考えていらっしゃるので

すか。ずっと昔から、こういう案が出ていましたけど、一向に進んでないですよ。
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これ何年の案ですか。この市街地の区域の話、結局はまとまらないですよね。 

＜事務局＞ 

この計画は、令和 2年から 10年間の計画で考えており、そういった中で、何とか

増やしていきたいと考えております。いろいろ手法がある中で、市街地整備事業や、

土地区画整備事業など、そういったインフラなどの整備をして住まわれる方を応援

していきたいと考えております。 

＜発言者３＞ 

今の時代ですから、もうそんな 10年先のこと言っていたら本当に取り返しがつか

なくなりますよ。名鉄名古屋駅から 10分の所にあって、こんな取り残された地域な

んてないと思います。もう少しスケールアップして市の条例などで市街地を増やし

てほしいです。ご理解を得られない方には、土地と土地の交換をしてでもいいと思

います。そこまでしていただかないと、この話は 10年たってもできないと思います。 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。おっしゃるとおりでして、地権者の方々のご理解を得る

のは非常に時間がかかると思います。市長もおっしゃっておりましたけれども、私

どもも、本当にもう待ったなしだと思っております。そういった気持ちで進めてい

きたいと思っております。 

＜発言者４＞ 

A案・B案どちらも、駅の西側の南北道路をそのまま活用することになっています

が、実際に生活していて、駅南の信号機、その北の鳥居のある通りの信号機、さら

に北の自動車学校の通りの信号機、この 3カ所共に踏切と道路の間隔が 50～60メー

トルしかない状況ですから、侵入したくても踏み切りが詰まってしまって入れない

という状態です。信号機をこの道路のもう 1 本西側に立てれば、かなり緩和される

のではないかと思うのですが、いかがなものでしょうか。そうすれば駅の広場その

ものも、かなり余裕を持った計画ができるのではないでしょうか。 

資料のイメージパースをぱっと見た印象が、駅の前に道路がないような状態に見

えます。このイメージパースのようになれば素晴らしいと思いますが、このイメー

ジパースは、28、29 ページの整備計画案と少し矛盾するのではないかと思います。

そんなところで案として道路のそういうアイデアが必要かなと思います。 

＜事務局＞ 

貴重なご意見ありがとうございます。イメージパースに載っていないと言われる、

西側にある南北道路ですが、線路との距離が非常に近いという中で、現在うまく交

通処理できてないのではないか、また、その道路よりももっと西に新しい道路の計

画を立ててはどうかという意見と受け取らせていただきました。まだ参考という形

ではありますけれども、資料の 21ページをご覧ください。長期ビジョンという中で、

今おっしゃられたようなところを、今後検討が必要だと考えております。また、今

年発足する予定であるまちづくりを考える会で、その長期のビジョンを検討し、交

通安全対策や道路の配置など、そういうところも意見交換していきたいと考えてお

ります。 
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＜発言者５＞ 

ターゲットを教えていただきたいです。既に市内にいらっしゃる方、駅を利用し

ている方がターゲットなのか、それとも市外の方、新しく稲沢市に住んでもらいた

いという人をターゲットにしているのかをお聞かせいただきたいです。 

＜事務局＞ 

現段階において、特にこの世代を主なターゲットにと絞ってはおりません。欲張

りなことになるかもしれないですが、絞るというよりは、全般的に広くターゲット

して捉えていきたいと考えております。 

＜発言者５＞ 

ありがとうございます。訴求の課題だということであれば、マーケティング的な

考え方からしても、やはり絞っていくべきだと思いました。もう一つ質問です。ア

ンケートの回答が 40パーセントぐらいですが、その世代的にはどういった方たちな

のか、お聞かせ願いたいと思います。 

＜事務局＞ 

アンケートにつきましては、駅利用者アンケート、市民アンケートとの 2 種類で

数字を出しています。駅利用者アンケートについては、平日と休日に行っており、

市民アンケートについては、無作為で抽出した方を対象としております。 

まず駅利用者アンケートの結果について、平日行ったものについては 40代が最も

多く、構成比としては約 30パーセントです。続いて 50代、60代がそれぞれ約 20パ

ーセントで、30 代が約 10 パーセント、70 歳以上に関しては、約 5 パーセントとな

っております。次に、休日に行ったものについては、60 代が最も多いという形にな

っておりますが、構成比としては 40代、50代、60代がそれぞれ約 20パーセントで、

比較的各世代、均等の構成比となっております。市民アンケートについては、60 代

が最も多く、構成比としては約 30パーセントで、続いて 40代 50代が多くそれぞれ

約 15パーセントという結果でした。ただ、このように最も多いと言っておりますが、

全体的には均等に結果が出ているかなと思います。資料がなくて申し訳ないですけ

れども、そのような結果となっております。 

＜発言者６＞ 

市として非常に立派な計画をお持ちだと思いますが、先ほどの質問にも出ており

ましたが、人口の減少ですね、これが何とか減ることがないように、また増えるよ

うにしなければ、いくら民間が非常にいいプランを立てていただいても、ほとんど

実現しないのではないかと思います。いろいろな規制や交通アクセスの問題もある

と思いますが、あらゆる面からみても、人口減少があっては何もやれないですから、

市の計画としては、とにかく人口が減ることがなく、増えるように、まず、その点

を政策としてやっていただきたいなと思っております。 

＜事務局＞ 

ご意見ありがとうございます。冒頭の市長のあいさつにもありましたように、稲

沢市では平成 30年度よりステージアッププラン、第 6次総合計画をスタートさせて

います。人口がこれから減っていく中、何とか増やしたいという想いで、攻めと守
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りの定住促進という方針を掲げております。攻めというのが、名鉄国府宮駅、JR 稲

沢駅の周辺において住居系の市街地をつくっていこうというものです。一方、稲沢

市は、11.3 パーセントが市街化区域であり、残りの約 9 割は、市街化調整区域とな

っております。その市街化調整区域内で市の約 6割の方が生活をしている現状から、

市街化調整区域にある駅周辺、あるいは市民センター周辺において、住宅が建てら

れる地区計画を考えられるようエリアを設定しようと、現在、都市計画マスタープ

ランというのを策定いたしております。また、条例制定というものを考えており、

いろいろと条件が整ったところにおいては、市街化調整区域においても住宅が建て

られるようなエリアの指定も考えております。ただし、行政としてあまり大きな負

担はできませんので、下水道など整備が整ったエリアなどを設定していこうという

ことで、現在こちらの方も取り組んでいるところでございます。このように人口を

維持するために、攻めと守りの定住促進をもって、現在取り組みを進めているとこ

ろでございますので、何とぞご理解賜りますようお願いいたします。 

＜発言者７＞ 

資料の 3 ページで、稲沢市ステージアッププランというのが示されていますが、

要するにリニア開業の好景気を取り込むということですよね。それから 10分圏のポ

テンシャルを生かすというとこが大前提でしたが、国府宮駅の周辺を開発してもリ

ニアの好影響を取り組むことになるというイメージが全く湧きません。ポテンシャ

ルを生かすことにならないと思います。名古屋駅から鉄道アクセス 10分ほどのとこ

ろは他にもいっぱいあるわけで、稲沢がこの開発をしたら、どういうふうにつなが

って市の発展になるのか全く分かりません。 

それからイメージ図の A 案の所に勝川駅の写真が載っていたと思います。要する

に立体横断通路を造ろうというのが A 案ですが、この勝川駅の立体横断通路は、JR

中央線が高架になったから、造れたわけで、駅も非常に便利になりました。振り返

って名鉄国府宮駅の高架の話、先ほどの質問から、名鉄が賛成しているわけでも何

でもないと。全くゼロという状況で、どうしてわざわざエレベーターを付けて立体

横断通路を造る必要あるのか。それこそバリアフリーに反しており、お金をかけて

なぜやるのかと非常に疑問に思います。 

稲沢市全体のことを考えるなら、国府宮の開発よりも東西交通路、道路の渋滞を

解消するほうがよっぽど稲沢市の発展にとって大事なんじゃないかなと思います。

名古屋空港から来る大きな道路が春日の所で止まって、稲沢になった途端に細い道

しかないというのは残念で恥ずかしいなと思っています。 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。まず一点目に、リニアの好影響を取り込み、名古屋から

の 10分圏のポテンシャルを生かすことと、国府宮駅周辺の再整備とがどうつながる

か、また人口対策にどう貢献するのかということに対してですが、現在、喫緊の問

題となっている駅前の交通処理、駅前のにぎわいづくりに対応する取り組みとして、

まずは 2027年までにリニアの好影響を取り込むということで、具体的な整備案とし

て示させていただいております。これが今後どう影響していくかということについ
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ては、赤枠で示した短期的に取り込む整備が、稲沢市の人口を増やしていくような

新たな市街地を形成していくものに対して、好影響があるのではないかと考えてお

ります。そういうものの先行的な取り組みとして非常に大事だと認識しております。 

 次に、ペデストリアンデッキのバリアフリー・高架との連動ということにつきま

しては、確かにペデストリアンデッキということになると、どうしても平面に比べ

て歩行者、自転車、それからベビーカーの方というのは高低差が生まれます。その

中でエレベーターやエスカレーター等を利用していただき負担を少なくしていきた

いと思っております。そもそも、A案でペデストリアンデッキを設定した大きな目的

の一つとしては、特に朝、夕方の駅から銀行の方へ向かう歩行者、それから銀行の

方から駅の方へ向かう歩行者が非常に多く、信号機もありませんので、そこでの車

との動線の交わりを少しでも改善するため、歩行者には立体横断通路を通っていた

だき、車の動線と歩行者動線の切り離しを考えた検討案としております。 

立体横断通路については、検討会などでの意見を受け決めさせていただいていま

すが、一方で、そんなものは要らないのではないかといったご意見もいただいてい

て、平面での案が B 案ということになります。スライドの説明時にも申し上げまし

たとおり、今回お示ししたのは決定しているものではなく、こういった案をベース

にご議論いただきたく、一つの素案という形でのお示しということでご理解いただ

きたいと思います。 

鉄道高架については、平成 29年の 6月議会で、市長が鉄道高架化事業を基軸に駅

周辺の再開発を始めとするまちづくりを進めていく、ということで明言はしており

ます。ただ、この駅周辺の整備と鉄道高架の間には、かなりの時間差があり、鉄道

高架が 30～50年かかる中で、それを組み合わせていくのは、なかなかまちも構築し

ていけないということもあり、今は 2027年を目標に頑張っていきたいと思っており

ます。 

あわせて、東西幹線道路のこともおっしゃっていただきましたが、空港線という

名前や話を皆さん聞かれたことがあるのではないでしょうか。その空港線、東西線

というのは非常に重要な道路でして、平成 11 年か 14 年ぐらいに事業化に踏み込ん

だ時、いろいろと権利者の方とお話をさせていただき、最終的には、なかなか協議

が整わず、いったん休止のような形になっております。その後、どちらかというと、

JR稲沢駅周辺の開発のほうにシフトしていった流れとなっております。 

 また、何とかこの東西道路の整備を進めていきたいということで、一般質問にお

いても各議員からも多々質問をいただいているところでございます。実は昨年度、

この整備について、再度事業化に向け進めていきたいということで説明に入ってお

ります。ただ、大きな事業のため、愛知県の協力を得ないことには何ともできませ

んので、前に進んでいけるように愛知県と協議を進めているところです。いずれに

しましても、すぐに実施できるわけではありません。ただ、今、進めなければでき

ないということもあります。何とか早く、市がやるべきことは何か、それから県に

お願いすることはないかということで、県と協力させていただいておりますので、

よろしくお願いします。 
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＜発言者２＞ 

国府宮 3 丁目に住んでいる者です。今回のこの国府宮駅周辺再整備に一体どれだ

けの税金を使う予定なのか具体的な話があれば、お聞かせいただきたいと思います。

さらに先ほど少し述べられました、鉄道高架化とつなげる開発となると二重投資の

危険性はないのかとか、あるいは鉄道高架化には、さらにどれだけの税金がかかる

のかっていうのもお聞かせ願いたいです。 

＜事務局＞ 

国府宮駅周辺の再整備の費用ですが、これから実際にどういった施設をどういう

ふうに配置していくかというところは当然民間企業の協力を得ないことには進めら

れないというふうに考えておりますので、今のところまだ出てない、出していない

のが現状です。鉄道高架につきまして、現在想定しているのは、連続立体交差事業

を想定しているわけですが、当然、連続立体交差事業というのは、もともとの目的

はまちづくりですので、鉄道によってまちが分断されているのを解消するというの

が大きな目的です。鉄道を高架するだけの事業ではなくて、当然、まちづくりも考

えていく必要があるという状況で、正直に申し上げまして、鉄道高架だけでも 1km

大体 100億円以上はかかると言われています。それは総事業費なので、そのうち国、

県、市、それから名鉄の負担というのがありますので、市では 50～100 億円ぐらい

は多分掛かってくるのではと思っております。現在、名鉄新清洲駅付近で鉄道高架

化が進められております。これは限度額立体交差事業という手法で、道路あるいは

河川を、それぞれ個別に道路を上げたり、河川の整理をするよりも、一括して鉄道

を上げたほうが全体として効率的なため、そういう事業で進めているのが新清洲駅

の鉄道高架事業です。新清洲駅が約 2.8km の鉄道高架で約 100 億円でしたから、こ

ちらだと 300 億円ぐらいの事業費が絡むものです。これは概算ですので申し訳ござ

いませんが、いずれにしても 1キロあたり最低でも 50億円はかかる可能性があると

思っております。あと、手戻りという話がございましたが、この計画を進めるにあ

たっては、当然、鉄道高架も視野に入れながら検討をしております。鉄道高架事業

を実施していくとなると仮線を造らなければならず、仮線を造ろうとすると、建物

をいったん移動するような形で進めていかなければなりません。そうした中、仮線

の位置については西側・東側のどちらかとなり、これは決定事項ではないのですが、

仮に西側仮線の場合ですと、線路と奥田線までの間に、仮駅も設けて鉄道高架を進

めていくことになるかと思うのですが、その間には、なるべく建物は造らないほう

がいいだろうと考えています。ただし、奥田線の東西を横断する歩行者の交通処理、

そういったことを考える中で、A案としては、立体横断通路というのを設けさせてい

ただいています。ですから、全く手戻りがないということにはならないかと思いま

す。ただし、鉄道高架までにかなり時間が掛かるということもあり、喫緊の課題を

解消していかなければならないと思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思

います。 

＜発言者８＞ 

リニアが開通し、かつ名古屋 10分圏内の立地で、稲沢を発展させていくための国
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府宮駅前再開発ということであれば、やはり交通の問題が非常に重要な部分になっ

てくると思います。例えば、南大通線をトラムなどを走らせパークアンドライドを

推奨し、朝 6時から夜中の 12時、名鉄の終電があるまではトラムをきちっと走らせ

て、わざわざ国府宮駅まで車で迎えに来る必要はない状況を作り出す。 

名古屋の名鉄の再開発におきましても駅の中心には車を入れず、人が歩いて渡れ

る、そういう再開発の方針を持っているようですので、そういったところも参考に

されながら、この駅の周辺に逆に車を寄せない、といった解決方法もあるのではな

いかというふうに思います。車を入れない代わり周辺に車を置くことで、その周辺

も含めて発展していく。そういった都市計画の施策も併せて打っていけば恐らく

2027 年のリニア開通にも若干間に合ってくるのかなという気がいたしますので、そ

ういう観点のご検討もお願いできればと思います。 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。私も大胆な発想をしていかないと、この駅前は生まれ変

わらないのではないかと思っております。本日は、案 A、案 Bを示させていただいて

おりますけど、これは当然、今の車の回し方や奥田線を含む現況の道路配置をベー

スにした計画になっております。言われましたように、例えば交通規制をするとか、

先ほど、どなたか言われましたけど、西のほうに道路をつくる、そういったメスを

入れていくことも一つのあるのかなという思いはございます。また、これから、い

ろいろな会議の中、いろいろなご提言をいただく中で、より良い駅前広場にしてい

きたいと思っております。 

 

その他 

（事務局） 

【その他連絡事項】 

○事務連絡等 

閉会 

（事務局） 

【閉会挨拶】 

 ○鈴森建設部長 

 


