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会  議  録 

会議名 第1回 三好ケ丘駅周辺魅力づくり会議 会議録 

日  時 平成27年 1月 20日（火） 午前10時 00分から午前 11時 30分まで 

場  所 みよし市役所 3階 研修室１・２ 

出席者 

（敬称略） 

鈴木隆、内田銑造、小嶋忠光、佐宗正行、永田猛史（代理：筑尾彰二）、小川公夫、三井敬子、

安藤仁、高橋真、後藤讓嗣、三宅章介 

 

（事務局） 

政策推進部：部長、次長 

都市建設部：次長 

政策推進部企画政策課：課長、副主幹、主査 

都市建設部都市計画課：課長 

次 第 

１ あいさつ 
２ 内容 
（１）三好ケ丘駅周辺魅力づくりについて【資料１】 

会   議   録 

委員名 質  問  ・  意  見 

１ あいさつ 

事務局 
（企画政策課

長） 

皆様、こんにちは。本日は大変お忙しい中、お集まりいただきましてまことにありがと

うございます。第 1回目の三好ケ丘駅周辺魅力づくり会議を始めさせていただきます。本
日の会議につきましては公開としておりまして、傍聴許可をしておりますので、ご承知お

きください。私、企画政策課長の柴田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。会

議に入るまでの進行を務めさせていただきます。 
今年度のこの会議は、本日と 3 月にあと 1 回予定をさせていただいております。それ

と、27年度、来年度につきましては 3～4回の開催を予定しておりますので、よろしくお
願いしたいと思います。 
それでは、今回の出席の皆さんのご紹介を行いたいと思います。お手元の名簿をご覧い

ただきまして、お名前をお呼びいたしますので、その場でお立ちいただきたいと思います。 
福谷区長の鈴木様。＜以下、名簿に従い紹介＞ 

事務局（課長） 
今後、1年間、よろしくお願いいたします。 
それでは初めに政策推進部長の鈴木よりご挨拶を申し上げます。 

政策推進部長 

政策推進部長の鈴木です。今日の会議は、何とか三好ケ丘駅周辺をもう少し魅力を図っ

ていきたいということで、議員さんとか地域の方からいろいろそういったご要望がありま

して、市としましても本年度と来年度にかけて調査、研究、そしてやれるものからやって

いこうということで、今日が初めての会議なのですが、三好ヶ丘ニュータウンというとち

ょうど昭和 47 年に電車、三好ケ丘の駅を作りますよと発表させていただいて、48 年か
ら、当時の住宅公団があそこに 300ha の住宅開発をやりたいというようなことで 1/2 買
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収、1/2合築方式で、その買収に当たっては、ちょうど福谷の区長さんが見えるのですが、
そのお父さんが開発の委員長さんということで、非常に尽力を注がれて今の立派な団地が

できまして、昭和 63 年にちょうどまちびらきをやったのですが、1/4 世紀以上前なので
すが、当時、ちょうどまちびらきを私、担当していまして、ホリプロのタレントキャラバ

ンで山瀬まみと坂本冬美 18 歳、2 人が新人タレントキャラバンで歌を歌ってくれたので
すが、山瀬まみなんていう子がまともに芸能人になれるのかなと勝手に想像していました

が、あれから 1/4世紀過ぎて、坂本冬美も山瀬まみも立派になったなとかねがね感心して
いるところです。 
三好ヶ丘に目を向けてみますと、そのシンボルであったカリヨンハウスが、スーパーの

衰退、そして市が取得して、今公共施設というような格好の中で駅周辺を何とか維持はし

ているわけですが、やはり市としましても、これで図書館が再来年、平成 28年にできて、
この中心市街地を何とかもう 1 回ランドマークのような立派なものにしていきたいとい
うことを 28年から考えていくわけですが、やはり三好ケ丘の駅というのも当地の北の玄
関口なものですから、北の玄関口として豊田、名古屋から来た方がみよしの玄関というも

のはいいな、それが中心に向かっていいなというような環境づくりをやっていきたいとい

うことで、今年度から 2 カ年かけてその魅力づくりの検討をしていただきたいというよ
うなことで、この会議の進め方自体も、基本的には都市計画の審議会だとか総合計画の審

議会というような堅苦しいみんなの合意形成というのではなくて、私どもが今抱えている

駅周辺の現況とか課題を申し上げて、先ほどもありましたが、次回、市の整備計画方針と

いうものを提示させていただきますものですから、その内容についていろいろなご意見、

ご助言、提言をいただきたいという形で、そうした提言をまとめまして、今後の総合計画

の策定、それから都市計画決定というような長いスパンでの手続きに入っていきたいと、

かようなことを考えておりますものですから、今回はとりあえず三好ケ丘周辺における現

況の課題というものを皆さんに把握をしていただいて、次回 3 月のうちの整備計画案に
ついて忌憚のないご意見をいただきたいなと。合議制ではありませんので、忌憚のないご

意見をいただきたいということで、当初に当たりましてお願いさせていただきたいと思い

ます。今日はご苦労さまです。よろしくお願いいたします。 

事務局（課長） 

ありがとうございました。ただいま部長の挨拶にもありましたように、本会議の目的と

いたしましては、三好ケ丘駅周辺魅力づくり計画基本構想の策定に当たりまして、外部の

視点によりましてご意見やご助言をいただくことを目的に設置をさせていただいたもの

であります。この会議でいただきましたご意見を参考にさせていただいて基本構想を策定

していきたいと考えております。 
それでは、政策推進部長の進行によりまして会議を始めますので、よろしくお願いいた

します。 
それと、みよし商工会の鳥居様は急用ができたようで、欠席という連絡がございました

ので、ご報告をさせていただきます。 
到着されましたので、名古屋鉄道株式会社事業企画部の安藤様でございます。よろしく

お願いいたします。 

政策推進部長 
それでは、今司会からお話がありましたように、本来ですと委員会とか審議会ですと座

長を選任させていただいて審議していただくというような流れなのですが、基本的には懇
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談会形式でございますので、進行役はご無礼ながら私のほうで務めさせていただきたいと

思います。 
２ 内容（１）三好ケ丘駅周辺魅力づくりについて 

政策推進部長 
それでは、お手元の三好ケ丘駅周辺まちづくり計画の資料につきまして、事務局よりご

説明させていただきます。 

鈴木委員 

その前にちょっといいですか？三好ケ丘駅周辺の魅力づくり計画ということで、三好ケ

丘駅というのはみよしで言えば駅が 2 つあるうちの 1 つを代表している駅だということ
は皆さんご案内のとおりですが、駅というのは三好ケ丘駅と黒笹駅と 2 つあるものです
から。この三好ケ丘駅周辺のまちづくりというのも当然必要だと思いますが、黒笹駅も同

じ沿線の駅ですので、今までは愛知大学があるときは多くの方が使っていただいたのです

が、大学生がいなくなったために若干減っていると。たしか三好ケ丘駅のほうは非常にた

くさんの人が利用していただいているとか、この魅力づくり計画、これはもちろん必要で

すが、やっぱり黒笹駅もあるものですから、駅が 2つある中で、遠い駅ではないものです
から、三好ケ丘駅と合わせて黒笹駅もどのように取り組むかというのも、駅を中心とした

公共交通の駅ですので、この考え方も入れてもらえたらいいのかなと思います。それには

黒笹の区長さんも入れていただいて、黒笹の区民の方の意見を黒笹区長さん通じてこの中

に取り入れていったらどうかと思います。ご意見としてお願いさせていただきます。 

政策推進部長 

市の計画としましては、当然三好ケ丘駅周辺というのは地域の要望が非常に強いと。そ

ういったニーズに基づいてこの会を立ち上げたわけです。もう 1つは、やはりうちのラン
ドマークとしての中心市街地、市役所周辺の拠点づくり、確かに、アイモールイオンが今

うちのランドマークになっているかもしれないけれども、それと図書館ができるともう少

し一体化したゾーニング、魅力化というものは必要であるというご意見もいただいていま

す。 
今福谷の区長さんから、北の玄関口は 2 つあるだろうというお話をいただいたもので

すから、そういった中で、うちも三好ケ丘は要望があるからやる、黒笹は要望が何もない

からほかっておくのかということは、ちょっとそれは確かに異論もあるだろうということ

もあるのですが、結論的に今三好ケ丘の駅というのは 8,800人／日の乗降客がおるわけで
す。ラウンドして言っていますが。それで、今黒笹駅というのは、愛大があったころは

6,500 人ほどの乗降客があったわけです。それが今愛大が抜けただけで、2,500 人の乗降
客しかいない。4,000人／日も減ってしまったという中で、どういった賑わいとか魅力づ
くりをしていくかというのは区長さん言われるようにテーマでありまして、そのテーマに

対して、今愛知大学が抜けた後の土地をどうするか。そこに黒笹駅とのリンク性が出てき

ますので、これは黒笹の区長さんもお呼びする中で、とりあえず三好ケ丘の魅力づくり計

画を議論させていただくのですが、近隣の行政区の方ですから入っていただくことはやぶ

さかではないものです。それで、今後、またどういう形で黒笹を持っていくかというのは

別のテーマということの中で、この会議に入っていただくということでいかがでしょう

か。黒笹駅の議論はちょっとできないですが、そういった思想をちょっと高めていただく

意味で近隣行政区長さん、きたよし地区の区長さんも仲間という観点もありますから。今

そう思ったのですが。次年度からでもいいですか。 
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鈴木委員 次回からでも。 

政策推進部長 次年度は次年度でまた仕切らせていただきますので。 

鈴木委員 

黒笹の区長さんもこの 3 月で変わってしまう。だけど区長として引き継ぎはちゃんと
して、次の区長さんにこういうことがあるよと。だから三好ケ丘駅はこういうことで検討

している委員会に黒笹としても、将来、今の黒笹がどうなっていくのか、次につながって

いく話なので、やっぱり承知しておくといい。そういった話を常に区議会などを通じて区

民へ情報提供していかないと。 

政策推進部長 

区長さんが言われるように、基本的にいくら市が構想を考えても、地域の熱意というか、

地主さんや地域がそういった気持ちになっていかないと絵に描いた餅なんです。ですか

ら、そういった思想を高めるためにも三好ヶ丘のまちづくりを黒笹の区長さんも入ってい

ただいて、これからの夢を持っていただくという意味でもいいのではないかと思います。

次年度からそのような仕組みにさせていただきます。 

内田委員 

今のご質問に加えてですが、私はこの計画の背景というのはよく知らないのですが、今

おっしゃった話を伺っていると、賑わいを創るというのが目的ですか。魅力づくりという

のは極めてぼやっとした概念で、何が魅力だというのは人それぞれでずいぶん意味が違う

と思います。この背景がよくわからないのですが。何を？はっきり言うと駅周辺の再開発

ですか。それとも三好ケ丘地区全体の何か魅力づくりをしようということなのか。駅の周

辺に限定した話なのか。これは少し読ませていただくと、駅周辺、何となく再開発しまし

ょうか、そういうイメージなのですが、そういうことなのですか。 

政策推進部長 

基本的には骨子は駅周辺、徒歩圏で言うと 500mなのですが、そのエリアを中心に短期
に整備できるもの、例えば交差点だとか、広場とか。それから中期的に整備できるもの、

例えば道路の幅員構成だとか。それから、土地利用ということになると、これは長期的な

ものになりますから。ですから、基本は徒歩圏の駅から 500m エリアがベースなのです

が、それを行うには、1kmから 2kmの枠の中で周辺の全体整備構想がないと、その局部
的な絵というのは成り立っていかない。こういった観点から、整備構想自体は大きく見て

いただいて、整備計画というものは小さく見るということですから、どこどこをやるんだ

という、どういう計画を組むんだということになると、全体を見ながら局部的に整備する

ということですから、ある意味では広いエリアで物事を言っていくというところになりま

す。 

内田委員 広いエリアはいいのですが、どういうことを今、何をしようとしているのか。 

政策推進部長 
前段のほうは、発端は賑わいが欲しいと言われたのが原点です。まずそれが原点なので

すが。 

内田委員 住民からそういう声があった？ 

政策推進部長 
ありました。スーパーもなくなって、夜に明かりがない。明かりがないと防犯上好まし

くない。せめて 10時近くまで明かりが保てないだろうかというのが原点にありました。
しかし、それでは明かり、賑わいだけでいいのかと。例えばカリヨンハウスが売却されて
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マンションになるよという話でも、カリヨンハウスたるものは三好ヶ丘に入っていただい

た方たちのシンボル施設であったと。だからあれは保全しましょうという形の中で残しま

したよね。それだけで終わりなのかということになると、魅力化の中で賑わいという観点

もありますでしょうけれども、それではなくて、街区ゾーンの中ではいろいろな、今近く

に市民農園もできています。それから、道の関係でもいろいろなトラブルがありますよね。

渋滞だとか、警察から聞きますが、いろいろな話がありますものですから、そういった諸々

をオーソライズして、トータルして皆さんで議論していきましょうということで、特別賑

わいにこだわるわけではないです。 

内田委員 何となくぼやっとしていますが。 

政策推進部長 ぼやっとしたところから始まっていくんですよね。 

小嶋委員 

うまく説明できないですが、自分は三好丘に住んでいるので。この町を本当に住みよい

まちにしたいと思っているのですが、少しずつ人口が減っていくじゃないですか。そのた

めに僕らは何をやれるかというときに、住んでいる人たちがもっともっと賑わいを含め

て、住みよい、気持ちいいまちにもっとしていきたい。三好ヶ丘というのは間違いなくい

い、都市公団がつくってくれたと思います。子どもが通学するのに大変いい環境になって

います。だから、ものすごくいいものを持っているので、住んでいる人たちがもっともっ

と気持ちよくなれる。一番困るのは、今元気がいい人にとってはものすごくいいまちです

が、お年寄りはなかなか歩いて生活できないということがありますので、そういったとこ

ろはもう少しやっていかないといけないのかなと思うのですが。 
もう 1つは、人が少なくなっているというときには、外から見て、このまちってすごく

住みやすいね、住みたいねと思うようなものにしないといけないと思います。それを、一

番わかりやすいのはカリヨンハウスを先頭にして魅力をつけていく。駅から見たときに、

パッと見たときに、一目で三好ヶ丘ってこんな魅力があるまちだなというようなね。とい

うことにならなければ、多分これからはこのまちはもっともっと世代交代でいろんな人が

入ってこないような気がします。だから、両面で、自分たち住んでいる人たちももっとい

いものにしたいと思うし、外から見た人たちがもっとこのまちって本当にすごいねと思っ

てくれるようなことをしないといけないのかなと思っています。 

政策推進部長 

確かにまちびらきから 27年経過して、人口が減っているというのは、家は減っていな
いですよね。世帯内人口というのですかね。子どもたちが 1／4世紀過ぎて、一人立ちし
て家族構成員が減っているという関係もございまして、そうするとやはりテーマはズバリ

少子高齢化なのです。少子高齢化の中で何を魅力化させていくかというのもこの資料の中

の課題としてありますものですから、1度とりあえず資料のご説明をさせていただきたい
と思います。 

事務局 
（企画政策課 
副主幹） 

企画政策課の竹内です。本日、事前にお配りしてございます資料に基づきまして説明を

進めさせていただきます。 
＜資料に基づき説明＞ 

政策推進部長 
本市、また三好ケ丘駅周辺の現況の把握、そして課題を説明させていただきました。何

か今の説明の中で、不明な点、ちょっとそこは確認してみたいというようなことがござい



 6

ましたら。 

三井委員 

よろしいですか。まずこの資料、この前、私、多分資料を送りますということだったの

ですが、なかなか送られてこなかったので、私がなくしたのではないかという心配のもと

にちょっと窓口のところに行かせていただいて、資料はいつごろもらえるかとお尋ねした

ときの話でもあるのですが、9ページ、取り組みのところで、「有識者、市民代表等で構成
する」と書いてあります。実は私は前々から、まず私自身のことを言いますと、10 年間
三好丘に住んでおりました。それから、今 10年、三好丘あおばに住んでおります。そう
いったことも含めて、自然のこととか、いろいろなことも含めて、あの駅がだんだん、ご

めんなさい、表現が悪かったら申し訳ないのですが、だんだん寂れているような感じで、

とってもつらいんですよね。来たときには本当に活気あふれるカリヨンハウスがあり、ス

ーパーがあり、こんないいところはないよねと言って、うちの夫が趣味で毎回あの抽選で

手を挙げまして、やっと当たったのが三好丘でした。そんな経緯もあったのですが。今思

うに、浄水が開発され、それから、米野木も開発されていくと、だんだんだんだんまたそ

の差を感じ、夫は逆に言うと浄水が発展することによって三好ケ丘からの電車が座れなく

なっているという、そういうことも言っている昨今なのですが。 
何を言いたいかというと、そのときに私が申し上げたのは、実は私は区長としては 3月

で終わりです。でもこういったことについてはいろいろ述べたいことがいっぱいありま

す。でも区長として委任されている以上は 3 月までですよねということを私はお伝えし
ました。一応そのときのお答えが、区長とは書いていません。三好丘あおばというふうに

名前が書いてあるだけですので、それはそこそこでお話し合いになられたらどうですかみ

たいなことだったのですが、いつも思うのですが、区長でというと多分来年度、この 4月
からは女性は多分ゼロになると思うんです。日々生活している女性の意見というのは、私

がということではないのですが、別にどなたでもいいのですが、やはりこういった、いつ

も思うのですが、「有識者、市民代表等で構成する」ということで言うと、いろいろな年

代層、男女別、うちは 93 と 88 の両親を抱えておりますが、そういった年を重ねた方も
あれば、子育てでいっぱいやっている。この前、たまたまうちに、うちはわりといろんな

方がウエルカムで、若い方からお年を召された方までいらっしゃるものだから、三好ヶ丘

のこんな会議に出るんだけど何を思いますかと言ったときに、若い方は、もうローンを抱

えていて駅が、ごめんなさいね、ちょっと表現が悪いんだけれど、ローンを抱えていて働

くだけが精いっぱいだから、できれば駅前に惣菜屋があると共働きの夫婦にとってはあり

がたいよねという、そういう意見なんですよね。要は身近な意見とかそういうのをある程

度取り上げて。 
私は一番簡単なことを言えば、長期的なことを言えば、名鉄さんがいらっしゃるからお

願いするのですが、まず北部の住宅開発がされて、500ｍ圏内と言われるのだったら、そ
こがもっと開発されれば、もっと駅は活性化できる。それは絵に描いた餅かもしれません

が、本当に思うんですね。住宅公団がやってくださって 20年たったら、あとは高齢化に
なり、寂れていく一方という意味で。 
何を言いたいかというと、市民代表というふうなうたいがあるのだったら、区長という

縛りとか、そういうのではなくて、もっと幅広い年代、男女別、そういった会議が持てな
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いのか。せっかくこんな資料を見せていただいて、若い方とか、そういう方ともここの会

議に出るに当たりましていろいろ、何があったらいいと思う？とか、どうしたらいいと思

う？という話も言うのですが。だけど、正直いって区長の立場で私があおばの区民に、ど

う思う？と言ったところで、多分そんなに、ごめんなさい、意見を組長会で求めても、あ

おばは割と交通の便もよかったりすると、名古屋に行くからいいよとかいう感じで、あま

り。ごめんなさい、すごく失礼なことなのですが、それが現状なのかもしれないんですよ

ね。そうすると、うちの父、両親も元気いっぱいで、実はうちの家はあおばなのですが、

メグリアまで歩いていくんです。本屋がメグリアにあるので。93 の父がですよ。そうい
うことを思うと、元気な人というのは 93でもあそこまで行くんだなと。私は駅まででも
お恥ずかしながら車で行くんですね。それで駐車場がないとぶーぶー言っているんですよ

ね。だから、そういった現実に即した、身近にいる人たちが何を求めているのかとか、そ

れから、今名鉄さんがいらっしゃるから、ある長期的な見通しとして住宅開発ということ

が可能なのかどうかとか、例えばですけれどね。そういった識者の構成メンバーでこうい

った会議が持たれるといいのにな。いつもいろいろな会議に出させていただくけれど、い

つも男性に囲まれていて、私はこうやって言ってしまうのでよくないのかもしれないので

すが、だけど、なかなか身近な、しかももっと言うと赤ちゃんを抱えた人たちの、この前

も娘が帰ってきまして、お友達と会いたいので、駅前というか、子育てして面倒を見てく

れるような喫茶店がないかしらと言って、私はチラシをいっぱい取り込んでいたんです。

そうしたら全部潰れているんです。要は子どもの面倒を見てくれるカフェみたいなね。横

に託児ルームがあるような。だから、何を求めているかとかいうのをもう少し身近なとこ

ろで聞ける機会を作っていただいたほうが。長くなって申し訳ないんだけど、私は実は 20
年間、いろいろなイベントを頑張ってやってきました。私が引っ越しして、自分の子ども

が大学生、高校生だったらほとんどお友達はいません。そうしたらどうやってつながって

いこうかなと思ったら、何かイベントをやってお友達づくりができたらいいなということ

で作ってまいりました。一応 1,000円いただくのに非常にハードルが高いまちです、この
みよしというのは。要はいいものだったら 5,000円出してでも名古屋に行ってしまうんで
す。そうじゃなかったら、いろいろないい方をいっぱいお呼びして、永六輔さんも呼びま

した。鎌田實さんも呼びました。いろいろなイベントもやりました。でも 1,000円をいた
だくのにどれだけ大変か。逆に言うと、本当にここは恵まれたまちなので、講演会はほと

んどタダで聞かせていただけます。素晴らしい講演会が。なので、そこで 1,000円を集め
ているということがいかに難しいかというのを身に染みて感じているのが私自身なんで

すね。だから、もう少し住民サイドに沿った。私は東京から来たら、1,000円でこんなも
のができるというのはとんでもないことだったのですが、幼稚園でも試験があって、入園

金も十何万払ってという、私はうちの子どもは幼稚園は東京だったので、そういう東京か

ら変わってきて、名古屋に来て最たるものが、今開発で、参考になるかどうかわかりませ

んが、ごめんなさい、本当はメンバーをということを言いたいのですが、私、犬山で十何

年過ごしたんですね。犬山では、私が住んでいた駅にイトーヨーカドーがあるというとこ

ろで、うちが駅前のマンションだったんです。素晴らしいフロイデという駅前のところが

あって、私もフロイデ応援団でいろいろなことをやってきたんですね。何かの研修のとき

に、ぜひあそこを見てくれと。駅前のスポーツセンターがあって、みんなが賑わっていて
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と言ったら、実を言うと本当に閑古鳥が鳴いていました、この前、何年か前に行ったとき

には。お友達に紹介するまでもなく。それが現実で、この 20年たった三好ヶ丘じゃない
かなというのをすごく私は心配しているんですね。犬山は逆にまち開発でお城までの経路

を歩いていこうみたいな、そういう開発をされたから、逆の、寂れていたほうが発展しち

ゃっているんですね、犬山市というのは。本来、交通網も発展して、バスの、それこそ今

言っているロータリーがあったところが逆に寂れてしまっているんです。イトーヨーカド

ーももしかしたら潰れるんじゃないかと言うぐらい。それから、駅前のそういったスポー

ツジム、スポーツジムだけは賑わっていました。ところが、土産物屋とか、全部廃れてい

ました。だから、これっていうのは、人が働きかけてやれば反対側はすごい活性化してい

るんですね。要するにまち並み何とかで、駅の犬山城までを何とかしようみたいなことを

やっていらしたので。その反動として、私が住んでいるほうのところは完全に寂れていた

んですね。だから、そういう現状を踏まえて、三好ヶ丘も、私は 20年前、こんないいと
ころはないし、父たちも東京から来て、いいところだねと言っているんだけれども、何が

というと、買い物は不便だよねと。パッといってというのはほとんど V・ドラッグで何か
やって。私は車を出しますからと言うのですが、やっぱりそれも遠慮されて。私は今日、

時刻表を持ってきて、あえて言うのではないですが、まずメンバーのことを聞かせてくだ

さい。 

政策推進部長 

今このメンバーについてということでお話をいただいたのですが、私どもも趣旨をはっ

きり申し上げなかったのがご無礼もあったかなというところがあるのですが、かつて、平

成 24年度は、ちょうど公団がカリヨンハウスをマンションにしてしまうよというときは
市が買って、そこは市の活用検討委員会ということで地域の区長さん、コミュニティの女

性の方、若い人の意見、アンケート、いろいろやらせていただいて、総括的にそこの施設

利用計画を組ませていただいたという 2 年前のお話があるのですが、それとはこれは異
なりまして、今回の三好ケ丘周辺というのは、一言で言うと、そういった施設の利活用と

いうのではなくて、周辺の土地利用という非常にハードな分野でスタートを切らせていた

だいているということで、地域のいろいろな方のソフト的な提案をいただくのも本意なの

ですが、基本ベースが、やはり三好ケ丘駅周辺の土地利用、そしてそれに伴うインフラ整

備をどうしていったらいいかというような観点で、それを長期的な、今言われたように、

周辺の住宅地の土地利用の拡張、それは国の制度の中にいろいろな規制の問題もあって難

しいところもあるのですが、必要不可欠なコンパクトシティの中で、土地利用の転換をし

なければならない。努力していかなければいけないところを基本構想で組んでいきましょ

うというような提案とか、インフラの分野では道路の見直しだとか、それから用途地域の

見直しという土地利用の視点でやっていますから、やはり地域の代表者と有識者の方でと

いうような枠の中で今回組ませていただいたというメンバー構成なものですから、ちょっ

と私どもがこの辺の趣旨を申し上げなかったことがご無礼があったかなと反省しており

ます。 
今うちの担当が説明しましたが、この地域は特性があって、まだ平成 47年までぐんぐ
ん伸びていくようなという説明もしましたが、それはあくまでも国の人口問題研究所がこ

の地域の今までのトレンドの枠の中で出している数字であって、現実、そのトレンドの中

で地域開発、新たな土地利用の転換を図らなければ、ある意味で 2020年以降、向こう 10
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年先から 20年も人口が伸びていくところじゃないよということはちょっと思っておいて
いただいたほうがいいかな。ということの中でこれから魅力化づくりを皆さんとご相談し

ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

小嶋委員 

先ほどの説明の中で、土地の利用だとか、インフラの整備の中では、当然、例えば文化

の香りとか、いろいろな視点があると思うので。我々がずっと一緒に話をして、三井さん、

素晴らしい人なんですよね。だから、三井さんをこういうような形で残っていただきたい

かなと僕は個人的には思っています。 

政策推進部長 

確かに私ども、今までバブル期のときに、ハードではなくて文化だということですごく、

小野田金章さんの時代のときには。そのときに生まれたのがこの三好ヶ丘ニュータウンな

んです。基本は何のアートやるんだ。アートヒルという名前をつけた以上、カリヨンコン

サートをやりましょう。それから、彫刻が香るまちづくりをしましょう。それも 1つの魅
力化づくりだったんです。それを超えて、今、周りが、新しいところが魅力あることは当

たり前なんです。熟年期を迎えたここがどういった魅力化をするかというのはまた違うサ

イドの考え方を持っていかなければいけないわけですから、簡単に言うと難しいと思うん

です。でも、少子高齢化の中でこの地域にまた必要不可欠なもの、それからやり残したこ

とが私どもはあると思っていますので、その辺を次回、大いに議論になってしまうと思う

のですが、ご提案させていただきたいと思っております。 

内田委員 

ちょっとお願いですが、要するに目的を、さっきのご説明で 46ページにまとめてある
のですが、活力、暮らし、安全安心、環境。さっき言ったように、駅前ということに地域

を限定した表現になっているでしょう。暮らしとか安心安全、環境というのは駅の周辺と

は直接関係ないと思うんです。別にあそこに住んでいる、あの周辺全体の人がそういうふ

うにしてほしいと思っているわけです。活力という表現だと駅の周辺なのかなというふう

に思うのですが。そうすると、これからこういう会をやるにしても、あまり議論が分散し

て、何を議論しているかよくわからなくなってしまうので、もう少しポイントを絞った議

論をしないとあまり建設的な会にならない。ただ言いたいことだけ言って終わるような気

がするんです、この会議がですよ。 

政策推進部長 

ある意味でいろいろなご提言をいただいたほうが私どももいいと思っているのですが、

提言いただくに当たっては、素案は私どもが提示させていただくのですが、その素案の提

示というのは三好ケ丘駅、いわゆる対象エリアは 500mと出させていただいたのですが、
その辺を中心としたインフラ整備、土地利用、いわゆる住宅地としてどういうところを整

備したらいいのか。それから道路の今の構成、そういったものを見直したらどうか。それ

から、一番単純な、一番問題になっているのが今の駅広です。駅広とあの交差点をちょっ

と見直したらいいのではないかというところもありますものですから、短期的なもの、そ

れから中長期的なものということで、次回、焦点をそこに絞っていきますので、そこら辺

からまたご意見をいただきたいと思います。 

鈴木委員 駅広は誰の所有？ 

政策推進部長 
駅広はみよし市です。あれはいわゆる道路付帯地ということで、三好ケ丘停車場線の道

路の一部という解釈です。 
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鈴木委員 公衆用道路でいいわけ？ 

政策推進部長 いえ、道路付帯地。 

三井委員 名鉄の所有ではないのですか。 

政策推進部長 
名鉄さんは軌道敷の 10mのラインのところで、軌道敷の枠を外れた部分は道路付帯地
で市の所有になっています。 

鈴木委員 もう 1つ。あそこの信号はスクランブル？  

三井委員 ではないです。歩車分離です。 

鈴木委員 もう 1カ所、野村ヒルズの前。 

三井委員 メグリアも歩車分離です。 

鈴木委員 あそこも一緒ですかね。 

政策推進部長 一緒です。 

鈴木委員 30mバイパスが 3月 23日に開通でしょう。 

政策推進部長 そうですね。 

鈴木委員 
そうすると車の流れがそっちに変わると、あの交差点からどうなるのか皆さん心配して

いる。 

後藤委員 そうですか。1度持ち帰って交通の規制係と検討してみようかなと思います。 

鈴木委員 

開通されると、多分車の流れが変わるので、三好ケ丘の駅へ行くのに対して車の流れが

また変わってくるのではないかなと思いながら。 
あの信号はどういう形になるのかな。だいぶ地域の区長さんもみんな、あの信号がどう

なるか。メグリアの。 

内田委員 
あれはもう極めて不評ですね。 
人の安全と車の利便性と、相反してものすごく使い勝手が悪くなっちゃっている。 

鈴木委員 あれは地域の要望に応じて、公安のほうで変えられたと。 

小嶋委員 

6年前ですね。6年前か 7年前で、事情が違ってきていますね。ちょうど 6丁目のとこ
ろに小学生が 50～60人いたらしいんです。それがたまたまずっと通学するときに、あそ
この信号のところで危ないことがあったということで、ああいう信号にしてくれという要

望を出したらしいんです。だけど、あの信号に変わったときに、既に学生がほとんどいな

くなったんです。だから、5、6年前に要望していて、5、6年たったときにやるというこ
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と自身がね。やるときにもう 1回議論すればよかったのですが、そういうふうになってい
なかったんです。と私は聞いているのですが。それで、今あそこは渋滞が結構ひどいもの

ですから、歩行者のほうを押しボタンにするということで行くと聞いたのですが、それは

まだなのでしょうか。 

政策推進部長 
私も交通課のほうの係長さんからそんなようなお話は聞いたのですが、そういう方向性

で努力していきますよということ。 

小嶋委員 時間の対応をうまく変えていかないと。あまりいい手はないんですね。 

鈴木委員 
駅の前のほうは逆にいいような話だね。大学生、東海学園大学の人が通ると左折できな

いから今の形態の方がいいという話も聞きます。駅前の信号は。 

政策推進部長 
基本的に私の個人の見解としては確かに車は渋滞していますけれども、安全安心を考え

るとね。あまり市が言ってはいけないですね。 

三井委員 
さっきの駅前は名鉄ではなくて市というのは、図面でここについてということを次回の

会議のときに出されるときにわかりやすく書いていただけると助かります。私は全部名鉄

さんだと思い込んでいたので。 

政策推進部長 

わかりやすくさせるのは次年度の会議からやりますので。とりあえず今年度は市が考え

ている土地利用だとか交通計画、そういった諸々、それから施設の再配置計画のゾーニン

グを示させていただく。詳細な内容は次年度議論させていただくという流れでご理解いた

だきたい。 

小嶋委員 
細かいことで申し訳ないですが、35 ページの未利用地の緑のところですが、交番のち
ょっと上のところ、この土地はどこの土地なのですか。 

政策推進部長 

交番から上へ上がったところは市の土地です。あれは私が当時、担当のときに、将来こ

こを抜くかもしれない。というのは、後藤さんが見えるのですが、警察と当時協議したと

きにはペケだった。人々の安全を考えるとここは通すべきではない。だけども、将来、何

らかの形で活用ができるはずだからということで、この用地を市に公団から寄贈してもら

ったという経緯がありますので、これも今回の議論になります。 

小嶋委員 ここはすごい急カーブなんです。 

政策推進部長 

今の市が持っている土地をどのように整備するかというのも今からの話です。 
予定していた時間を超過しましたものですから、とりあえず今日は趣旨と本市の現況の

課題を把握していただいたということで、次回、私ども、ここにどういった土地利用、ゾ

ーニングを図っていくかという市の案を提示させていただきますので、そこでまたご意

見、ご提言等をいただきたいと思います。今日は長時間ありがとうございました。進行を

事務局に返します。 
 

事務局（課長） 

大変ありがとうございました。次回の会議につきましては、3 月 17 日、火曜日、午後
2時から。場所はカリヨンハウスのほうで開催したいと考えております。また細かい場所
につきましては文書でご連絡をさせていただきます。 
それでは、これをもちまして、三好ケ丘駅周辺魅力づくり会議を終了いたします。どう

もありがとうございました。 



 12

 


