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国府宮駅周辺再整備についての説明会 質疑応答 

 

○発言者１  私、稲島に住んでいる者です。駅前の整備ということで今の説明、役所側の説明は理解

できます。しかしながら、名鉄のほうの高架問題があると思うんですが、それとの絡みは

どうなっているんでしょうか。というのは、稲沢自動車学校の前の稲沢西春線ですが、非

常に混雑している現状があります。駅前のこの名鉄の駅利用者の利便性や市民の利便性な

どありますが、名鉄の高架問題とこの国府宮駅周辺の再整備の 2つがある中で、もし、再

整備が先に進むと東西の行き来が現状のままで、今の少子高齢化、これから人口減少とい

う中で、再整備に莫大な税収を投入するのがどうかなと。以前から上がっている高架問題

の方が優先順位として高いのではないかということで、そちらのほうの御説明、御回答を

いただきたいということでございます。 

○事務局   ただいま、高架の話はどうなっているのかという御質問でした。今言われた踏切、自動

車学校の前の踏切を含めまして、稲沢市では、現在７カ所の踏切で渋滞が多いとか、１カ

所は事故が多いということでもありますけれども、国のほうから改良すべき踏切に指定さ

れております。今言われましたように、鉄道の連続立体交差事業を実施すれば一気に解決

するということですが、この連続立体交差事業はかなり時間を要します。他市の事例です

が、高架の計画を始めてから完了まで 30年から 40年かかるというように言われておりま

す。 

また、高架については、現地着工後も一度線路を仮線してずらして、工事をして高架の

橋をつくってから戻す、こういったこともやっていかないといけません。この仮線につい

ては、沿線の地権者の方の御協力が欠かせません。 

稲沢市は、南北の市街化区域の厚みが非常に薄くなっており、今言われた自動車学校の

前の道、こちらも線路の東側は市街化区域になっておりますが、西側は市街化調整区域と

いうことで家を建てにくい地域になっております。従いまして、鉄道沿線のまちづくりも

合わせて進めていくことによって、高架をするメリットを高めていかないと高架事業が認

可されにくい状況になっております。ですので、高架に合わせて再開発をやれるのが一番

いいんですけれども、時間軸が合わないので 2027 年のリニアの開業を目指して、この駅

前の再開発を進めていきたいと思っております。鉄道の高架事業については、引き続き今

後も取り組んでまいりたいと思っておりますので、御理解いただきますようよろしくお願

いします。 

○発言者２  松下の住民です。質問です。商工会議所作成のこういう資料があります。これは 10 年
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前にできておりますけど、見られたことありますか。見られたということで質問を続けま

すが、名鉄の特急は、一宮、国府宮、ずっと豊橋まで、知立、安城、東岡崎に止まります。

中日新聞の尾張版の知識ですけれども、再整備費用として知立で 33 億、安城駅で 30 億、

東岡崎駅で 35 億の予算がかかっていると書いてありましたが、今回の計画はどのぐらい

予算をとってみえますか。 

○事務局   再開発の予算ということですけれども、まだ区域や規模など何も決まっておりませんが、

今想定している中で、大きなエリアで考えたときに全体事業費として 200億ぐらいかかる

のではないかと考えております。ただ、今 200億と言ったんですけれども、これは総事業

費で、全部市の持ち出しとか、皆さん住民の方の負担といったことになるわけではありま

せん。国から補助も出ます。また、もし再開発事業でやるならば、再開発のビルを建てて

その中に住宅等をつくり、これを分譲していくことによってその資金を回収するという事

業になってきますので、最終的に市が負担するというのはその中の幾らかになってくると

思います。今言われた知立とか安城の 30 億というのも、市の負担分ではないのかと思い

ますけれども、知立の場合は、鉄道の高架事業に合わせて区画整理事業、市街地再開発事

業ということで規模も非常に大きなものになっております。 

○発言者２  リニアが名古屋まで来れば、特に鉄道沿線の都市間競争が激しくなります。稲沢はいい

場所ですから、これは頑張って早くやってもらわねばいかんと思いますよ。 

○発言者３  今お話をずって聞いていて、非常に驚いたことがあります。この計画に、名鉄が全く出

てこない。名鉄国府宮駅なので、名鉄が国府宮駅をどうしようと思っているのかを抜きに

再開発なんてことはあり得ないじゃないかと思います。 

基本計画の中に、デッキをつくってつなぐという案がありますけれども、これは駅のホ

ームが２階にあるということが前提だと思います。それがどうなるかがはっきりしないの

にデッキをつくってつなげば広い広場ができるとかというような話は、全く市の独断とい

うか、架空の話として進んでいると思うので、ぜひ名鉄も一緒にこの事業の中に参加して

いただいて、考えていくという方向をとらないと、再整備はしたが名鉄の駅は古いままで

使い勝手が悪い。立派なデッキができても誰も通らないというようなことに、僕はなりか

ねないんじゃないかなという気がします。 

あと、アンケートですけれども、抽出した市民の方、平日に駅を利用している方、それ

から休日に利用している方からとったという話ですけれども、これ、一緒にしてまとめた

らいけないじゃないでしょうか。はっきり言って、駅をほとんど利用しない人の国府宮駅

周辺の再開発に対する願い、国府宮駅がこうあってほしいなということと、毎日利用して
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いる人、たまに利用している人、それぞれ希望は違うと思うんです。よく名古屋駅から 10

分だというけれど、私が住んでいるところは国府宮駅まで 30分 40分かかるんだ、全然違

うんだという人も同じ稲沢市民ですよね。としたら、やっぱりアンケートをせっかくとっ

たなら一緒に集計するんでなくて、利用している人の願いはこう、利用しないけれども稲

沢市民の願いはこう。できたら男女別、年齢階層別にとらないと意味ないんじゃないかな

と僕は思います。 

説明会もぜひ、ここは当然やらなきゃいけないと思いますけれども、国府宮駅から離れ

た稲沢市のいろいろな地区でもぜひやっていただきたいと思います。 

○事務局   先ほどの、名鉄が入っていないではないかという御指摘ですけれども、済みません説明

が不十分な点がありました。国府宮駅の再整備の勉強会というものを、過去２年間やって

きたとお伝えしましたが、その中のメンバーに名鉄さんも入っております。その勉強会の

メンバーですが、学識経験者ということで大学教授、交通事業者として名鉄と名鉄バス、

関係団体ということで商工関係、青年会議所、観光協会、行政関係で警察、あと愛知県の

一宮建設事務所の方に入っていただいております。 

名鉄の意見はということですけれども、名鉄がまず今一番したいことは東側のエレベー

ターの乗り口がありませんので、バリアフリーの関係になるんですけれども、東側から駅

のホームにエレベーターで行けるようなものをつくっていきたい、と言われております。

こちらの駅の再開発の関係については、また改めて名鉄のほうと話は進めさせていただき

たいと思います。 

あと、デッキ、歩道橋のようなものをペデストリアンデッキといいますが、これでつな

ぐという話がありましたけれども、現在、２階に駅の改札口がありますので、名鉄さんと

の間でどういうふうにつなぐとか具体的な話はしておりませんけれども、今の既存の改札

口を利用できるものではないかと思っております。 

○発言者３  そんなたくさん２階に上げられないでしょう。 

○事務局   当然今の改札口が少ないのは承知しております。そうなれば駅のほうの改修も当然必要

になってくるんではないかと考えております。 

○発言者３  だから、名鉄が出てこなきゃだめなのよ。市が勝手に考えていてもダメで名鉄が出てこ

ないと。 

○事務局   これはあくまで市が考えた、たたき台ということです。今後、研究会というのもを立ち

上げたいと思っておりますので、駅の利用者の方、特に駅周辺のこの地権者になる方、そ

ういった方々に入っていただきまして、その中で具体的な、計画を立てていきたいと考え
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ております。 

○発言者４  私素人で、30 何年前に他市町村から来たんですけれども。稲沢は、名鉄で名古屋から

11分と近いですが駅の周辺がほとんど調整区域で、農村地帯で、よそから入ってくるには

すごく住みにくい町なんですね。市がもっと中心になって市街化をしていただきたいと思

います。いろいろ、何か地元の地権者で総意がまとまらないようですけれども、勝川の駅

でも、勝川に友達がいるんですけれども、稲沢に来て、名古屋から近い割には全然発展し

ていないね、私のところと変わらないわねと言われるんですよ。勝川はどうやって発展し

たかといったら、やっぱりよそから来た人が先頭になって、地元の人の意見を聞いてうま

くまとめて市街化を増やしたという話を聞いたんですよ。だから、よそから入ってこなく

て、今の説明でも 20％もの人口減少という話がありましたが、こんな悲観的な数値見たら、

夢がなくなりますよ。こんな物価が安くてすごく名古屋まで近くで便利なら、もっと人口

増やしてほしいし、もう少し将来的に夢があるような。人口減少で年寄りばかり増えた町

では交通も不便だし。市に財政がないかもしれないんですけれども、国府宮だけの話じゃ

なくて、もうちょっと視点を大きく見て欲しい。 

植木の町だって言われていますけれども、実際はほとんど植木の業者が皆さん高齢化で

成り立っていないんですよね。だから、中国とかそちらのほうの貿易で結構数を増やして

いる状態ですよね。だから、もうちょっと現場の声も聞いてほしいと思います。 

１番の都市将来構造図ですけれども、この黄色い部分ってはっきり見えないですけれど

も、これどうする部分ですか。調整区域ですかね、この黄色の部分というのが。 

○事務局   将来都市構造図ですね。黄色の部分は市街化調整区域でございまして、黄緑色、ちょっ

と色が緑がかっているところが市街化区域でございます。 

○発言者４  これだと大体どのぐらいの先の話ですか。 

○事務局   概ね現状です。 

○発言者４  将来じゃなくて現状ですか、これは。 

○事務局   今、ここで色がついているのは概ね現状でございます。 

○発言者４  赤いのは広げる範囲ですか。 

○事務局   赤いところは、稲沢市が都市拠点として位置づけているところということで、名鉄国府

宮駅周辺と JR 稲沢駅周辺ということになります。 

○発言者４  これは大体駅から何キロですか。 

○事務局   大体徒歩圏として１キロ圏域ぐらいです。 

○発言者４  １キロ圏域というと、10分以内ですか。 



5 

 

○事務局   10 分ぐらいです。先ほどの御意見にもありました人口が 20%ぐらい減っていくという

話ですが、これは、今後何もしなければこういう状況になっていってしまうということで、

そういったことを打破するためにも、やはりほかの市との競争に打ち勝たないといけない

と考えております。 

あと、名古屋から 10分というのは国府宮駅だけではございません。岩倉駅も 10分でご

ざいまして、名鉄さんが名鉄本線、いわゆる西尾張のほうが非常に元気がないというよう

なことをおっしゃっていました。名古屋から 10分が国府宮駅でもあり岩倉駅でもあると、

やはり今岩倉のほうが元気がある、江南とかそっちのほうが元気だという中で、それに打

ち勝っていかないといけないということで、今回、来年度から始まります第６次稲沢市総

合計画、稲沢市ステージアッププランは、ワンランク上にというような思いを込めてこう

いったステージアッププランという名前をつけさせていただいております。この中でも、

今のままでは先ほどおっしゃったように人口が減っていってしまうので、それを打破する

ために国府宮駅周辺の再整備、それからその周辺の、今ここでいう拠点となっているとこ

ろの新たな市街地の形成を図って、人口を増やしていきたいというような考えを持ってお

りまして、まずは国府宮駅周辺の再整備、これを突破口とするというようなことになりま

す。 

○発言者４  駅の周辺の交通のことを盛んに挙げていますが、今は考えられないと思いますけれども、

何かビジョンが小さい気がします。もうちょっと真剣に市民の声を聞いて、もっと夢のあ

るまちづくりというか、そういう内容として欲しい。 

○事務局   そうですね。私ども都市計画課でございますので、やっぱり夢を持って、その実現に向

けて。ただ、当然それに対しては市の人員や財源等の問題もございます。 

しかしながら、やはり稲沢市を埋没させないように、冒頭市長も言っておりましたよう

に今やらなければならないということで、職員一丸となってこの事業に取り組んでいきた

いと思っておりますので、よろしく御理解賜りますようお願いいたします。 

○発言者５  松下の住民です。先ほどから名鉄の連続立体交差の話が出ておるんですが、いろいろ勝

川にしても話をされた中で、結局は高架事業に合わせて駅周辺が整備されておりますよね。

今、江南市の布袋、あるいは知立もやっています。太田川も、以前の太田川の駅というの

は本当に、国府宮よりもっとひどかったです。狭いからあそこは３階にしてあるんですよ。   

先ほどから、名鉄高架について市の方にお聞きすると、線路から東は市街化だけれども

西は調整区域でできませんと言われるが、我々稲島東地区では言っとるじゃないですか、

市街化にして名鉄を高架にしてくださいと言っている。どちらが先ですか。先ほどの質問
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で、いわゆる調整区域だから土地が確保できないので高架にできないとおっしゃるわけで

すが、私はぜひ１件だけお聞きしたいんです。30年 40 年前から検討しとるとおっしゃい

ました。松下地区からは、30年 40年前から名鉄の高架は毎年陳情しております。市長さ

んあるいは市の方はその都度、ぜひ検討したいという。でも、一宮にしても津島にしても、

実際に始まってから恐らく 20 年ぐらいかかっとるんですよ。じゃあ、稲沢市としては名

鉄の高架についてどこまで進めておるのか。アクションは全く起こしていないのか、それ

とも口で言っておるだけで今さらアクションを起こすつもりもないのか。私はぜひ、国に

例えば推薦するだとか、いろいろやり方はあると思うんです。あるいは市議会のほうでこ

こまではきちっともうやっておるよと。私はそういった高架を今考えずして周辺の整備と

いうのは難しいんではないかなと思っています。やっぱり高架をする。だからこんなふう

に国府宮駅周辺を整備したい。 

もっと言うならば、昭和 45 年当時の都市計画のときに、もっともっと大きな目で都市

計画をしていかなきゃいけなかったと思うんですよね。私は本当に名鉄高架が、松下がこ

れだけお願いしてもこれまで 20年 30年と捨てられてきた。皆さんの質問に対して、検討

します、やっていますと言われるが、どれだけアクションを起こしておりますか。「正直言

って何もやってありません。でも、やらなきゃいかんとわしは言っとる。ぜひ議会側も一

致して動く」とこの前加藤市長さんはおっしゃいました。だから、そういった名鉄の高架

について市は何もアクションも起こしていない段階で、じゃあ駅周辺の再整備をどうする

かという話があるが、もし名鉄高架することになったら、やり直しになるわけです。だか

ら、その辺も含めて、私はどこまで市は本気になって名鉄高架について考えておるのか。

あるいはここまではいっとるよ。だから、市民の皆さんもうしばらく待っとってください

ということなのか。これからアクションを起こすので、ぜひとも 30 年先からやるという

ことなのか、そのあたりだけぜひお聞きしたいと思います。 

○事務局   松下地区から陳情という形でお話ありましたけれども、確かに毎年市のほうにいただい

ております。で、どこまでいっとるかということですけれども、連立事業というのは県の

事業になります。稲沢市でいくと愛知県にやっていただくことになります。主体は県とな

るので、既に県の担当のほうには話しに行かせていただいております。その中で、先ほど

言いましたように自動車学校の前、線路の西側のほうは調整区域で家が建ちにくいので、

そこを市街化区域にしてということは、高架のある意味条件のような話になってきます。

ただ、市街化区域にするというのは、今ですと面的な整備、もっと家が建ちやすいように

道路をつくったり公園をつくったり、下水を入れたりと、そういう整備が必要になってき
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ます。もちろん市街化区域になれば税の負担も増えることになります。そういった関係か

ら、地権者の方にもいろいろ御協力をお願いしていくことになりますけれども、このまち

づくりもこの国府宮の再整備と同じく大事な市の方針となっており、市のステージアップ

プランの中でも、このまちづくりを進めていくということが掲げられております。従いま

して、これも我々の大事な職務ということで今後進めていきますので、松下の方、あるい

は今日お越しの方に対しお願いに上がるかとも思いますけれども、御協力をお願いしたい

と思います。 

○発言者５  県のほうへ話したというだけではダメじゃないですか。県からどんな返事があってどこ

までとか、少なくとも稲沢市が一丸となって名鉄にお願いをする段階まで行っていますか。

あるいは、例えば県会議員の方があるいは国会議員もおりますよね。そういう方を使って

でも、本当に高架にしたいという、そこまでアクションが起こしてあるかどうかというこ

とです。あなたたちが幾ら言っても何にもならんと。アクションがどこまで起こしてある

かということを私は聞きたい。 

○事務局   熱い思いをありがとうございます。現状下、昨年市議会での一般質問を受ける形で、市

長も連立をやっていくという表明をしました。確かに、遅きに失したと私も思っています、

連立事業については。もう既に一宮市もやって数十年がたっています。それから今、先ほ

ども説明があったように、知立ではまさに今付替えも済んで着々と周辺まちづくりが進ん

でいます。犬山線の江南市の布袋駅もほぼ完成間近でございます。ただ、それら一つ一つ

とっても長い年月をかけて進めている事業でございます。今日言って明日できるものでは

ございません。やはり、まずは地域の皆さんの機運を醸成していかないといけない。今松

下の皆さんは発展していかないといけないとは思っているわけです。ただ、これからまち

づくりを進める中で、我々は現実の話もしてまちづくりの話をしてやっていきましょうと。

地域の段階はそういう段階です。そして、先ほども話しましたように、私どもも県と既に

協議はしています。ただ、地域がどうですかと当然言われるんですよ。愛知県の事業です

から。本当にやれるんですか、それだけの財源はあるんですか、これ全て言われます。具

体的に市長が確かにやると発信をしました。ただ、皆さん方の地域に入って、はっきり我々

もまだアナウンスもしていません。地権者の方にも言ってません。まさにこれからだと思

っています。そういう理解でいてください。ただ、確かに質問者がおっしゃる気持ちは私

も重々理解をさせていただいていますので、私どもも精力的にこれから進んでいきたいと

いう思いを伝えさせていただきます。 

○発言者６  国府宮に住んでおる 30代の者です。連続立体交差事業の話が少し出てはおるんですが、
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非現実的なところも少々あるのかなというふうに思ってはいます。そもそも連続立体交差

事業以前の問題として、橋が２本かかるという話があったかとは思います。 

東西交通についてということであれば、まず、まちづくりワークショップで常に発言を

してはおるんですが、踏切の時間がそもそも長過ぎると思うんです。あと例えば数秒踏切

の閉じている時間が減るだけで、数台通れると思うんです。それで渋滞がかなり解消でき

るのではないかと思っておるところと、あと、先ほどの質問者に御意見頂戴したんですが、

まちづくり全体として連続立体交差事業を進めていかないといけないというところに非常

に懸念しております。本日出席の皆様方が、今回この会の趣旨を御理解いただいていらっ

しゃるのかどうかですが、これは、今ここにいらっしゃらない方々の利益のために皆様方

損をしてくださいという説明会というふうに私は受け取っております。私は、幸い国府宮

の端っこに住んでおり、この計画を聞いて内心ほっとしておるところはあるんですが、穏

やかでない方もいらっしゃると思うんですが、その議論が今のところ全くなされておらず、

私は懸念しております。この資料のスライド 39 とかに、駅西と駅東の施設配置の基本方

針（案）があり、ピンクのところは、再開発による居住・都市機能誘導となっています。

これ、ではどういうことかといいますと、バブルの時代にやくざ屋さんとか悪徳不動産業

者が地上げをしたことと、今回のこのことと何が違うんでしょうか。要するに、この計画

を進めるに当たって、皆さん損をしてください、ともすれば立ち退いてくださいと、そう

いうことも市役所の方は今回この場で発表されていらっしゃいます。このこと皆さん御存

じでいらっしゃいますでしょうか。私は外れているからほっとしましたというところです。 

あと、再開発に当たって、私、勝川はさておき、太田川と、あとここには出ていません

が知多半田駅のことは承知しておるんですけれども、どちらの駅も、にぎわいがあるとは

思えない状況で、国府宮もそうはならないでしょうか。 

あと、高架化と今回の再開発というのは切っても切れないとは思いますが、三河のよう

な土地の広いところ、あと、一宮、津島、知立といった分岐駅。線路１本走っているだけ

ではなくて、そこから枝分かれしているようなところですとか、そういう所と国府宮とい

うのは事情が違うとは思います。 

あと、１つお伺いしたいのが、橋をかける計画というのが一体どうなってしまったんだ

ろうかと。そのための土地の収用とか地権者への説明とは実はもう済んでいるはずではな

いだろうかというところと、そもそも踏切の閉塞時間の短縮化というのは今すぐできるこ

とですけれども、計画実施には非常に長い年月がかかります。恐らくここにいらっしゃる

方々、私のような年齢の者ですらその恩恵は得られないかもしれないということかと思い



9 

 

ます。なので、今できることとして、何かやってらっしゃるとかございましたら、教えて

下さい。 

○事務局   まず、橋２本というお話でしたけれども、橋というのは、鉄道をまたぐ道路の橋という

理解でよろしいでしょうか。 

○発言者６  はい。 

○事務局   こちらについては、自動車学校の前も含めて現在都市計画道路の都市計画決定上は道路

の高架になっております。従って鉄道をこれから上げるということになれば、それの計画

は見直していくことになります。 

あと、その道路の状況ですけれども、買収等にはまだ入ってはおりません。踏切が長い

という御指摘については、確かに、私も車に乗りますのでその辺は重々理解しております。

こちらについては、あくまでも名鉄さんのほうへのお願いになるんですけれども、毎年の

ようにそういった声もあるということでお願いはしております。ただ、どうしても駅の近

くというのは電車のスピードも遅くなるということで、踏切の時間が相対的に長くなって

しまうということを聞いております。これについては、技術でもう少しカバーできるんで

はないかとは思うので、今後も引き続きお願いしていこうと思っております。 

あと、再整備については、まだ整備手法何も決まっておりません。先ほどから言ってお

りますように、皆さんと一緒になって考えていきたいと考えております。ただ、今事例で

出していただきましたけれども半田とか知立でやっております市街地再開発事業というこ

とでやるとすると、これは地上げでも、買収でもありません。あくまで、皆さん土地を持

ってみえる方、その再開発区域の土地、建物の権利をビルの中に移動するというイメージ

を持ってください。例えば、何人かの土地の上に１つのビルが建つとすると、ある人は１

階のこの部屋、ある人は２階のこのあたり、そういったことでビルに権利を変換する、権

利変換といいますけれどもそういったことをやっていきます。ですので、買収等絶対入ら

んかといえばこれはわかりませんけれども、再開発事業でいけば権利をビルの中に変換す

るという手法をとることになります。あと、鉄道が分岐している太田川とか知立は、踏切

の遮断時間も当然長くなってきます。そういったところが今現在鉄道高架事業をやってい

ますが、先ほど来言ってございますように、知立においても、もう昭和の終わりぐらいか

ら計画を進めていると。それがやっと今になって形になってきたということで非常に長く

時間がかかります。そういったことも御理解いただきまして、稲沢市はこれからやってい

こうと考えている中で、まずはこの国府宮の再整備を稲沢市のイメージアップにつなげる

ためにも進めていきたいと思っております。 
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○事務局   先ほどの踏切の関係ですが、先ほど御説明させていただきました国のほうから改良すべ

き踏切ということで、名鉄において県道で２カ所、市道で５カ所指定を受けております。 

実際問題、これは法で決まっておりますので、何らかの形で改善方針を出さなくてはなり

ません。そのため、国とか愛知県、それから特に私ども稲沢市で協議会等をつくって、ど

うしていくべきかを今後検討していく予定でおります。 

それから、踏切の開き時間を長くするという内容につきましては、名鉄の国府宮駅さん

にもお話をしたことがあるんですが、なるべく閉まっている時間を短くする賢い踏切とい

うものがあるそうで、国府宮の北側の踏切とかはそういった措置はとっているそうです。

私ども、鉄道の技術的なものは詳しくわかりませんが、技術も当然進歩していくというこ

とで、なるべく早く開くようにということを、口頭ではございますけれどもお願いはして

おります。どうも国府宮駅の北側の踏切は分岐点、折り返し地点があり、例えば、上とい

うか一宮とかそっちのほうで事故があると国府宮のところで折り返してまた名古屋のほう

に向かっていくというようなところの線路があると聞いております。そういったポイント

も踏切時間の長い要因になっているようです。 

○発言者７  私、国府宮の住民です。先ほどから連立とかの話が出ておりましたけれども、決めるの

は県ですけれども、やはりその事業費の負担というのは県市がほとんど出している。名鉄

は 5%ぐらいしか出してない。ですから、稲沢市の鉄道高架について、過去には平成８年

から 10 年ごろに県がそういう鉄道高架についていろいろ調査を頼んで稲沢市がやってお

ったんですが、結局、地元負担が大きいということがありました。それから名鉄沿線は、

特に土地改良事業したところが多いですが、土地改良事業する土地で開発はなかなかでき

ないです。でも、高架の沿線は、通過交通をさわっただけでダメで、その事業効果を上げ

るためにも、そこには市街化というのは１つの条件です。そんなことから、稲沢市の経済

の関係で非常に難しいということがあって、今になって鉄道高架みたいな話が出ますけれ

ども、20年は遅れているんです。というのは、平成８年の頃でも西三河の方では、もう既

に鉄道の橋上駅をつくったりしておったんです。それぐらい稲沢というのは利便性が良い

ですが、そのような背景から非常に着手が遅れている状況です。 

○発言者８  祖父江の住民です。国府宮駅はパークアンドライドという形で通勤で使わせていただい

ています。改善案というところでちょっと見させてもらったところ、駅西側と東側で分け

られていて、西側のほうで、どの案についてもペデスリアンデッキを設置するという案に

なっていますが、矢印の範囲だけしかないというのはあまり意味がないのかなと思います。

西側東側に分けるというのは１つの考え方だと思うんですが、やはり東西で分断されてい
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るというのが、問題にあると思うんですね。そう考えたときに、やはり東西につながるよ

うな形でアイデアとして出していただかないと、また西側東側分断されて再開発も進んで

しまうという。なので、そのように意識を変えていただかないと再開発はうまくいかない

のかなと思いました。 

○事務局   これはあくまで市の本当の素案ということで出せていただいていますので、今後皆さん

と一緒に進めていきたいと考えております。ただ、今の国府宮駅の現状が西側と東側とし

て少し色が違うのかなと思います。やっぱり西側は通勤の方が多く、皆さん車でみえる方

も多い一方、東側は住んでみえる方、国府宮神社に行く道、そういうことで、少し色が違

うのかなと感じておりますが、これも含めて皆さんと一緒に、考えていきたいと思ってお

ります。資料では、ペデストリアンデッキとして、本当に細い線で矢印がついているだけ

ですが、これは、あくまでそういったものを作っていきたいということで、我々が案を挙

げているということで、どこの場所にどれぐらいの大きさのもの、作るかということも含

めて、今後決めていきたいと思っております。今回、そのために、再開発研究会というも

のを立ち上げますので、ぜひそちらのほうに御参加いただければありがたいなと思ってお

ります。 

○司会    さまざまな御意見ありがとうございました。挙手をいただきながらまだお伺いできなか

った方、御参加いただいた皆様、それぞれお持ちの御意見、御質問については、ぜひ本日

御配りさせていただきましたアンケート用紙を御活用いただき、思いをお聞かせいただき

たいと考えております。また、先ほどから申しております、中段にある再開発研究会への

参加意向についても、併せてぜひ御回答お願いいたします。この国府宮駅周辺再整備につ

いては、市のホームページなどを活用しながら随時情報発信を行っていきたいと考えてお

ります。ぜひ御覧いただき、何か思うところがございましたら、質問、意見、遠慮なく都

市計画課までお声がけいただきたいので、よろしくお願いします。 


