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会  議  録 

会議名 第2回 三好ケ丘駅周辺魅力づくり会議 会議録 

日  時 平成27年 3月 17日（火） 午後2時 00分から午後 3時 30分まで 

場  所 カリヨンハウス 

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（代理：岸貴志）、三宅章介、高橋真 

 

（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 

会   議   録 

委員名 質  問  ・  意  見 

１ あいさつ 

事務局（課長） 

皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、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。まだお見えにならない方もおられますが、時間になりましたので、第 2回の
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。 
本会議は懇談会形式となっておりますが、市の附属機関の会議同様に会議を公開として

おりまして、傍聴についても許可をしておりますので、ご承知おきください。なお、傍聴

者の方にお願いをいたします。椅子の上の注意事項につきましてお守りいただくようお願

いいたします。それと、お手元の資料は、会議終了後、お返しいただきますようお願いい

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申し上げます。 

政策推進部長 

皆さん、改めましてこんにちは。どうもお疲れさまです。突然の春本番でして、来ると

きは車では暑かったかなと思っているのですが、皆さん方におかれましてはちょうど 3月
の中旬、まさに行政区においては総会シーズンということで、まさに万障繰り合わせてい

ただきましてご臨席いただきましてまことにありがとうございます。心より感謝申し上げ

たいと思います。 
今回、三好ケ丘魅力づくり会議ということで、前回は三好ケ丘駅周辺の現況と課題、そ

して今後の方向性ということでいろいろご議論、そして参考になるご助言を多々いただき

まして、ちょっと反省しているところは、ひばりの内田区長さんから、この魅力づくり会

議というのはソフトなのかハードなのか、ハードなら再開発をやる気なのか、どういうつ
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もりなんだ、ちょっと視界が見えないぞというようなご指摘もいただいて、まさにそのと

おりだなと私もちょっと反省しているのですが、やはり魅力づくり会議ということで、少

しインパクトを強くしたのですが、実質的には三好ケ丘駅周辺の、正確に言えば土地利用

調整会議、将来の土地利用一部転換施策というものを少し皆さんで懇談協議をさせていた

だいて、将来の総合計画、そして都市計画、そういった審議会に付議して立てていきたい

というようなことでこれのスタートを切らせていただきました。 
この三好ケ丘の駅というのは、皆さんご承知のとおり、昭和 63年にまち開きをやって、
元年にこの施設ができたわけですが、当時は週刊春秋だったかな、それで中部地区ナンバ

ーワンの住宅地三好ケ丘というようなことで、非常に文化的でもあるし、都市構造上にお

ける住む、憩う、働く、学ぶ、そういった 4機能すべてが網羅されていて、こんな素晴ら
しい住宅地はないということで鼻を高くしておりましたが、そういったものも 4分の 1世
紀以上たつと、やはり少し陰りが出てきまして、そういった中で、ここをもう 1回魅力化
するにはどうしたらいいだろうかということで、再開発ということはおかしいぞと。やっ

ぱりここはステータスのある三好ヶ丘だから、再整備の精神で、何か一部土地利用転換施

策ができないだろうかというようなことで、今日は前回の課題、方向性に続きまして、市

が試案的に今考えております長期的な施策、具体的に申し上げるなら、これからは少子高

齢化の中でコンパクトシティを考えていかなければならないということになってきます

ので、そうしますと周辺にそういった高齢者と若い人たちの世代が共存共栄できるよう

な、そういった土地利用は何があるかというような将来のビジョン、それから中期的には、

ここを中心としたにぎわいということを言っていますと、やはりそれは文化たるものは道

路になってきますから、その道路において今の地区幹線道路でいいのか、やっぱり広域幹

線系にすべきなのか、その辺の連結連動はどうだということをちょっとうちが試案的に考

えたことに対してご意見をいただくということがありまして、特に本日の主題に関して

は、前回も申し上げましたが、短期整備計画の視点に立って、まずやれるものからやって

いきましょうということの中で、まずここの会議を開かせていただいたのは、今日は会議

の後にもう 1度現地も見てもらいたいと。そういう趣旨もございまして、この三好ケ丘の
駅前広場、これは前回もお話ししましたように市が管理して、市の所有でございますので、

この駅前広場というものをもう少し改善したい。このカリヨンハウスと有機的にリンクで

きるような構造に少し組み替えていきたいなというのを次年度から考えていきたいとい

うことの試案を申し上げることと、それから、そこの前の交差点ですよね。今、歩車分離

信号になっていますが、できればみよしで初のスクランブルをやれたらいいかなと。その

スクランブルと三好ケ丘の駅前広場というのはセットで整理していかないと成り立って

いかないものですから、その辺の短期整備計画というものを今日は主にお話をさせていた

だいて、また次年度から具体的な実施計画もご議論いただくというような流れになってき

ますので、そういった趣旨で今日は会議が 1時間ちょっと過ぎるぐらい、それから現地を
見ていただいてということになりますので、短い時間でございますが、ひとつよろしくお

願いいたします。 

事務局（課長） 
それでは、政策推進部長の進行によりまして会議を進めていきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 
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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、今回は前回の現況と課題、それから方向性に引き続きまして、三好ケ丘駅周

辺魅力づくり計画の基本構想案について、私どもの担当からご説明をさせていただきま

す。 
企画政策課 
副主幹 

資料説明 

政策推進部長 

今具体的に長期ビジョンということで、長期ビジョンということになると土地利用転換

施策ということが出てきます。土地利用転換施策というのは、これを私どもが勝手に考え

ても、地権者もあれば、地域もあればということがございます。また、ここをやるならこ

っちのほうがいいのではないかというような話も多々出てくるかと思うんです。とりあえ

ず市の素案としましては、都計法で言うと駅から 1km圏の枠においてはコンパクトシテ
ィ、高齢者にやさしい住宅地の地区計画だとか、調整区域の開発とか、いろいろな制度が

ありますものですから、とりあえず私どもがターゲットにさせていただいたのは、こちら

のゾーンとさせていただいたという理由は、この 30m バイパスが 3 月 23 日に開通しま
すと、次、県はここの街道を整備します。この街道を整備していきますと、今度は田籾に

向けてのこれが議論になってきます。それから、三好ヶ丘においてもこういった停車場線

があって、それから三好丘北線があるというこの急カーブというのは、ここの住宅の皆さ

んに非常に迷惑をかけていたと。そういった側面を考えると、いわゆるここが一時停止に

なって、逆にこれを街道化するべきではないかと。街道化して、なおかつここをつなぐこ

とによって、こういうローテーションが生まれてまいりますので、そうすることによって

ここは 4車に、いわゆる十字路交差点になって、整備がされることによって三叉路という
ものの解消、それからここの道路のヘアピンカーブはいかがなものかというものの解消と

いうものが整理されてくる。 
だけれども、こういったことは絵には描けるのですが、実務をやろうとしますと、こう

いうものは全部田んぼが三角になりますよね。道路は作りたいけれど、道路はまず地主の

反対を食らってやれないです。だから、やっぱりこれは面整備で、こういった道路計画と

一緒に整備をしていきたい。そういった理論のもとに、こちらを一部土地利用転換計画の

有効的なゾーンということにさせていただきたいという提案がまずあります。 
そして、この道路は、そうやってできていくことによって、つくるのはいいのですが、

これはにぎわいづくりの観点から行くと、それはいいです。だけども、今日皆さんにご意

見を 1ついただきたいと思っているのは、ここに例えばにぎわいを作ろうとすれば、今ロ
ードサイド型で、すべて道路に車がたくさん来ればにぎわいはできてくるに決まってい

る。だけども、この三好ケ丘の開発精神というのは、こちらの道路から入って、この中の

道路というものは地域の皆さんが基本的に使ってもらう道路ですよと。だから、広域幹線

道路化はしたくないというステータスのもとに今まで進められてきた経緯がある。そうい

った中で、いやそうではなくて、にぎわいの観点でこれはもう少し活力のある道路に変え

ていったほうがいいという見方もあれば、今のままでもいいという見方があると思うんで

す。それで、ここはお土産的にまだ市が持っています。ここを何とかつなげるにはコミュ

ニティ道路みたいな形だけでいいのか、幹線だけでいいのかというような、皆さんいろい

ろな視点があるかと思うんです。ですから、ベースというのは道づくり、道が文化になっ
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て、人の生活をなしてくるというところがありますから、そのようなことも視点にいただ

いて、今日の話題にしていただいて、そういった話題にしていただいたことを今後の総合

計画や都市計画の審議会のほうの貴重な参考意見ということで今後取り上げていきたい

と思いますので、一つよろしくお願いいたします。 
それでは、担当のほうからご説明させていただいたのですが、今日はこれで議論して、

皆さんで合議制を取るということではないものですから、忌憚なくご意見をいただきたい

ということと、また疑問な点がございましたらお尋ねいただきたいと思います。どなたか

らでも結構ですから。 

筑尾委員 

ちょっと駅から離れますが、前回も言いましたけど、23 日に開通しますね。それで、
その前が非常に危険だということで、一般行政区の方の意見を聞きますと、何とかするの

かと。何もしないであのまま置いておくのかと。対策はないのかと。私は知りませんが、

何か出したらしいですね、何かそういう対策案を。 

政策推進部長 
今の 30mバイパスがキンブルを超えて、下を降りたところで止まっているやつが、今
度は福谷のお宮さんまでつながって、そのまま真っ直ぐ行くとメグリアを抜けて、最後ぶ

つかるところまでの安全対策、そういう意味ですか。 

筑尾委員 
そうです。特にこの中でメグリアのところの出入りについてはどういう対策を取ってお

られるか。今でも非常にあちこち、おもてには出ていませんが、車はこすっていますので。 

政策推進部長 

基本的にあれは 16m幅員なものですから、16m幅員の街路というのは、いわゆる側帯
の 1.5の枠の中でギリギリなんですよね。メグリアさんに、下から来る方は右折になって
いますからあそこはかなり渋滞化して、なおかつギリギリ抜けようとしますから、こすっ

たとかいろいろな話があるのですが、その中で、できれば北側の、北側に調整池がありま

すよね。小学校とその道路との間に。その調整池を、できれば少し削りたいのですが、削

ると、やはりあれは調整池といっても井守川という二級河川の位置づけになっておりまし

て、河川というものは人の安全を保つために河川が一番にあって、道路は人の利便性のた

めにあるんだというところがあって、どうしてもあそこを膨らます協議が成り立っていか

ないというのが今現実なんです。そこを開通以後、また 1つの問題となってくれば、それ
は何らかの対策を講じることは必須になりますから、ちょっと今の段階では、これはとい

うその間の実施工事は、今のところはまだ組まれていないという実態で、ちょっとご容赦

いただきたい。 

筑尾委員 

開通するのがわかっているのだから、それなりの対策はね。当然それだけの何かあるん

ですか。信号をつけるとかね。本屋のところのほうを入り口にして、こちらを出口にする

とか。1つの例ですよ。逆にする場合もあるし。僕は素人でもそんな対策がポッと出てく
るのですが。今まで何もやっていないというのはちょっと。 

政策推進部長 

ですから、まず今の交通量の枠が、刑務所のほうに行っているやつが、あれが今度は福

谷通りのほうに変わってくるような気がするんですよね。確かに。そうすると、確かにそ

の辺の量配分、それから安全対策、交差点処理はどうなんだということは当然の課題だと

思いますから、その辺はまた建設部のほうで、県とも。 

筑尾委員 歩行者の信号だけ押しボタン式なったという話を聞いていますが。 
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政策推進部長 

あそこの交差点に関しては、朝夕のラッシュが激しいものですから、それは必要不可欠

なときには、今これからの世の中はすべて歩車分離方式にしていくという形の中で、右折

車両の巻き込みの事故というものが非常に多いものですから、それをできるだけ改善して

いかなければいけないということで、歩車分離方式で、先進地ということでこの駅前のと

ころと、今の野村マンションのところとあるわけですが、今後もそういったことは都市整

備と合わせて進んでいくと思うのですが、ただ、今の実態を考えると、やはり陸橋がある

中で利用度が低いぞと。それから、南のところの子どもたちも減ったじゃないかというよ

うな論理の中で、6年前はかなりニーズがあって、地域の要望もあってあれをやったので
すが、その時代錯誤が生まれてきたということもありますから、それで今感知式でやって

みたという。 

筑尾委員 

なぜ言ったかといいますと、人間、人間って、車、道路、道路と言われるけれど、その

前にまず先に安全を考えてもらう中でやってもらわないと、いくらにぎわいがあっても事

故があったら何もならないですから、やはり安全優先で物事を考えてほしいなと。これは

私の意見です。 

政策推進部長 
基本は安全安心だと。そしてその次ににぎわいがありだということで、旭のほうのご意

見ということですね。 

小嶋委員 

先ほどからコンパクトシティという話が出てくるじゃないですか。今話題になっている

と思いますが、今の考え方でやっているコンパクトシティというのはちょっと違うのでは

ないかと思います。例えばコンパクトシティというのはこれから人口も減ってくるので、

インフラを今までのような格好でつなげられないのでという。また水道とか道路とか電気

もみんなそうでしょうけれど。そういったときに、6万人の都市だったら、変な言い方で
すが、コンパクトというのは 6 万人がどうコンパクトに住むかということだと思うんで
す。例えば 3万人・3万人みたいなエリアを作って、その間を信号なしで直線で結んで、
すごくモビリティがよくなるし、住みやすくなるし、コンパクトだと思うのですが、今市

が考えるコンパクトシティというのはどんな感じなのですか。 

政策推進部長 

確かに少子高齢化の中でコンパクトシティをやって、高齢者の方々には買い物も医療機

関もセットでというようなイメージはあるのですが、コンパクトシティというよりも、拠

点形成というイメージを持っているんです。拠点形成の枠の中では、中心市街地の拠点、

中心市街地の拠点はどこなんだと言えば、やはりアイモールイオンさんですよね。あの周

辺をできるだけ、コンパクトシティという表現をしていますが、中心市街地の拠点形成を

していきたいと。それから次にはインフラで重要視されてくるのが駅ですよね。駅という

のがこの三好ケ丘と黒笹とあって、そこを 1つ何か拠点的な整備ができないか。それから
もう 1つは、今自動車社会ですから三好 IC周辺をインター拠点というような形で 1つ拠
点という枠で見ていますから。ただ、世の中で言う少子高齢化がどうだこうだからコンパ

クトにというのではなくて、将来の見込みの中でそういう考え方、視点を持っていかなけ

ればいけないのではないかということで今担当のほうが申し上げたと思うのですが。 

小嶋委員 多分本当のコンパクトシティみたいなイメージは難しいんでしょうね。 

政策推進部長 難しいですよね、実際やってみるとね。でも、国の施策がそういうことですので。 
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小嶋委員 

もう 1つは、三好ヶ丘のまちを大事にしたいなというのは、子どもですね。少子化とい
う話ですが、少子化を放っておいてはいけないと思いますし。実は三好丘と旭はコミュニ

ティを組んでいるのですが、この 2年間で小学生の数が 550人から 400、100人減ってい
るんですよ。2年間で 100人です。幼児も同じようなことで 50人ぐらい減っています。
いろいろな行事もしにくくなっています。どうも豊田とか日進に取られているということ

はないですか。 

政策推進部長 
いいところを言いますね。確かに若者は東郷には取られていないですが、日進、長久手

には取られています。 

小嶋委員 

だから、絶対数がもともとないのだったら、そこを確保しなければいけないし、もっと

産めや増やせということもやらなければいけないですね。産めよ増やすということも、こ

のまちだったらいいねということにしないといけないでしょうし。2つの点からこのまち
の子どもを増やすことにもっと重点を置いていいのではないかと思います。 

政策推進部長 
そうですね。そこが今の国の総合戦略のではないですが、若者が結婚して出産、子育て

にいい環境づくりとは何かという、今国が一番唱えているところを少しポイントに置いて

整理する必要があるというご意見ですね。 

佐宗委員 

今のお話を聞いていますと、少し先の形じゃないですか、流れとしては。今当面私が思

っているのは、さんさんバスが 1 時間に 1 本しか走らないというような施策は少し改善
する余地はないのかなと。特に三好ケ丘エリアを見ると、厚生病院に寄るようになってか

ら、私どもの緑の拠点からここまで 10分余分にかかるわけです。ますます乗らなくなっ
てきているわけです。 
私、私案を持っているのですが、市のほうで改善する方法を何か具体的なことを考える

ことはないのですか。 
ないのだったら、私、私案を出そうと思うんです。はっきり言いましょうか。北のほう

は市民病院止まりでいいんです。あそこまで行く方は結構いるので。南の福田明知からは

イオンまででいいのではないか。そこからピストン輸送すれば今の倍走れるわけです。今

1時間に 1本、南まで行って帰ってくるのにですね。あそこにすれば帰ってくればもう 1
往復できるのではないかというのが 1つです。 
それから、南の方が北へ行きたいのなら、乗り継ぎ券を渡してあげれば、市民病院かイ

オンで乗り継げば多少時間はかかるけれども来れるわけです。 
それから、厚生病院は、失礼ですけれども、大多数が行くわけではないので、三好ケ丘

の駅でシャトルバスを発送したらどうか。小さいバスでも乗用車でもワゴンでもいいので

はないか。少し工夫は必要ですが。そういう観点があるのではないかと思うんです。 
もう 1つは、60歳、70歳の方が生涯教育に結構行っているんです。皆さん、多分あれ

は車で行っているんですよね。最近、70 歳になったら試験を受けなければいけないわけ
です。自動車学校に行ったりして、6,500円かかって。そうしたら、車に乗れないような
年代になったときに、もう少しさんさんバスが有効に走っていれば、せめて 30分に 1本
ぐらい走っていればもっとさんさんバスを利用して移動するのではないか。そういう方た

ちに 3 カ月間で 1,000 円ぐらいのパスを出したらどうか。そうすればどこで降りてもい
い。今 100 円だからと思っていますが、1 回降りたら、また乗ったら 100 円要るわけで
す。パスだったらどこで降りても、公共施設へ行くときはパスを使っていきましょうとか、
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ちょっとイベントを張ればもっと前向きになるのではないかと思うんです。 
だから、年寄りが車を使わない代わりにさんさんバスがうまく使えるような仕組みを考

えたらもう少し駅前に来る方が将来何か施設ができたりイベントをやる場合でも、車で来

るのではなくて、さんさんバスで来られるような形が取れるのではないかと思うのです

が。 
失礼ですが、皆さん、さんさんバスに乗ったことがある人、どれぐらいいるのかなと。

この前区長会で聞いていただいたら半分しかいないんです、さんさんバスに乗ったことが

ある人が。審議委員会の委員の方でさんさんバスに乗っている方はどれぐらいいるんです

かね。乗っていない方が審議してもあまり意味がないのではないかと思うのですが。余談

ですが。そのぐらい私はさんさんバスの企画、運用はうんと工夫してもいいのではないか

と思うのですが、その点はどうですか。 

政策推進部長 

佐宗さん、いろいろご提言いただいてありがとうございます。バスも最近の背景を申し

上げますと、バスを 4台から 6台に増やして、それで、今言われたように少しでも時間間
隔を縮めましょうということの中で、平成 24年からやり出したのですが、今佐宗さんが
言われたように、距離が長くなった。距離を長くしたのは、広域連携を図らないといけな

いという国から指示がありまして、それで補助金も確保していったという流れがあるので

すが、結果、今言われたように、あっちまで行って、こっちまで行くというのはなかなか

今のこの忙しい世界の中で不評であったところはあるんです。昨年、25年 12月に急遽、
普通バスダイヤというのは 3年、4年かけて結果を見てダイヤを改正していくのですが、
これは明らかに悪いという中で、1 年半でダイヤ改正をさせていただいた中で、24 万人
まで年間落ち込んだやつが、今 26万人まで伸びてきまして、内容的には改善傾向になっ
てきたんです。それはやはり朝はそちらは通らなくて、エクスプレス化で忙しい人たちは

そうして持っていくよと。そして三好ケ丘の駅で行こうが、浄水の駅で行こうが、80 円
高くなるけれども一緒じゃないかという形の中で整理はさせていただいたという流れが

あるものですから、今やって、まだ 1 年半なものですから、今上向き傾向にありますか
ら、もう少し今の提案の中で、例えば今ワンデイフリー切符の提案がありましたよね。ワ

ンデイフリー切符を 1 つ設けた中で、今回のテーマは三好ケ丘駅周辺の魅力づくりなも
のですから、そういったものを活用した中で何かイベント時にワンデイフリー切符という

ものを考えたらどうだというのは 1 ついい案だと思いましたものですから、いろいろな
提案があると思いますから。 
また、今のハブ化の話は、中央にハブ化させてやっていくというのは今までも議論にな

って難しいところがありますので、2つ目の提案のところはまたうちもバスの協議の中で
勉強させてもらいたいと思います。ありがとうございました。 

小川委員 

私、三好丘桜行政区です。提案書を持ってきました。荒唐無稽な思いつくままに書いた

提案書なので、笑われるかもしれないのですが。すぐできることと、中長期的に考えてい

かなければいけないだろうということを思いつくままにまとめてみました。 
そこに書いていますように、キーワードとして、行ってみたいまち、住んでみたいまち、

住み続けたいまち、このキーワードから、下に具体的に提言として、ハード面の整備とソ

フトの開発という形で、特に即やれるのはソフトの開発として、ここに書いていますよう

に、グランパスエイトの発祥の地でもあるので、毎月 8の日を駅前広場を使って新鮮野菜



 8

バザー、フリーマーケット、大道芸人を呼び込んだり、活用したらどうだろうか。 
実は提言書の裏に三好ケ丘駅前の航空写真がありますが、ここの駅前は非常に活用しに

くいですよね。私が考えているのは、せっかく遊歩道があるので、この遊歩道とキスアン

ドライドの部分を残して、南半分、今植栽、ちょっとそれは白黒で見にくいかと思います

が、カリヨンハウスのちょうど真北の部分、ここに人工地盤を作って、要するに遊歩道と

一体化したらどうだろうか。そうするとここに自動車には全く影響しない人の交流できる

広場が生まれるのではなかろうか。その人工地盤の下を駐車場スペースにすれば、車で例

えば長久手や日進のほうから来た方もそこに車を止めることが可能ではないかというよ

うな荒唐無稽な提言なのですが。 
ここの人工地盤で広場ができたら、イベントを呼び込んで、夏は生ビールとか、アイス

クリームとか、そういったものも提供できるような、定期的にそういったものをイベント

としてやっていったら、人が必然的に集まってくるのではないか。 
将来的には、さっき部長がおっしゃっていた、裏面の地図で見ると一番左下に八兵とい

うんですか、あそこに将来的には市がアピタとか、イトーヨーカドーを誘致したら、それ

こそ一遍に、私どものまちというのはイオンがあるので、北の人もイオンを利用するので

すが、この駅前の近くに大型の商業施設が来ればイオンに行かなくてもいいわけです。 
それと、駅前の 4車線道路のところに歩道をつくってではなくて、人工地盤からそのま
ま遊歩道につないでいけば、交通事故の心配もなしに、必然的に電車で来たお客さんもそ

こを通って商業施設に行けるのではなかろうか。 
私はときどき名古屋の徳重にあるヒルズウォークに遊びに行くんです。結構あそこは食

事もできるし、買い物もできるしということで、わざわざ寄って利用しようと。30 分以
上かかるのですが、ああいうアミューズメント性のある商業施設があれば必然的に人が集

まってくると思う。 
もう 1つ、ここは我々は気づいていないのですが、例えば近隣に愛知牧場とか愛知池が

ありますね。そこと提携して、ウォーキング散策路みたいなものをつければ、必然的にフ

ァミリーも電車でここに集まってくるのではないか。 
それから、さっき言いましたグランパスエイトのサポーターというのが結構多いんで

す。そういうサポーターを、県道のずっと向こうに、モスバーガーからずっと行きますよ

ね。あの道はかなり急カーブで、車もフルスピードで走ってくるので、なかなか歩いてい

くにはちょっと勇気のいる道路なのですが。グランパスエイトが練習している風景が、月

に 1回無料で開放しているんです。多分ファンの人はそれを知っていて、車で見えている
のだろうと思うのですが、例えば名鉄さんも協力してもらって往復の割引切符を発行して

もらうとか、そうすれば電車でも。恐らくグランパスエイトの潜在ファンというのは、私

が調べた限りでは相当数いるみたいです。ホームページに出ているんです、グランパスエ

イトのサポーター制度はここにありますよみたいなね。 
もう 1 つは、グランパスエイトの選手たちのサイン会とかイベントに必ずここに誰か

選手に来てもらう。そうすると恐らくサッカーファンの人は名古屋あたり、あるいは豊田、

長久手のほうから必然的に集まってくるのではないか。応援グッズなどの販売も兼ねてや

ったら必然的に集まってきて、それはわりとお金をかけずに人が集められるのかなと私は

思うんです。 
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政策推進部長 
今のグランパスの話もあったり、愛知牧場の話もいろいろあったのですが、駅から北の

ゾーンというのは確かに危ないです。 

小川委員 ええ。だからそこを何とか。 

政策推進部長 

その辺の道づくり、それから緑の回廊、ネットワークづくりというのは非常に大切なこ

とだと思っています。それを築き上げるには面的な整備が必要であろうというのもありま

す。 
それから、商業地のにぎわいという話で、私も正直言って、今メグリアさんがございま

すが、メグリアさんに私は三好ケ丘に南のほうには松坂屋ストアで、真ん中にはイオンが

ないころはマルショウさんのビルがあって、そういった中で、三好ケ丘二地区コミュニテ

ィマートがないのはおかしいから、やっぱりうちもトヨタ自動車のまちだからメグリアさ

ん、三好ケ丘に出てよという話をお願いしに行って、結果、メグリアが要求したのは区長

さんの言われるこの一帯だったんです。生協というものはそんな高台にいたくない。皆様

より低い位置にあって、そこで 3ha ぐらいのところで商売をやりたい。藤岡の店舗を先
に作らせていただいたけれども、あれが私らの望む世界ですということで、土地利用調整

に実際に入ったんですよね。だけれども、県、国は、断じて商業施設というものは市街化

区域の中しか駄目だ。それでたまたま刑務所開発というものが入ってきたものですから、

あそこは饅頭のあんこみたいなものですから、あそこを市街化に入れて、誘致用地で、メ

グリアさん、悪いけれど高台のほうへ行ってくださいという流れがあったものですから、

お気持ちは重々わかるのですが、これはちょっと難しいところがあります。 
そういった中で、市民農園化ということであれば、高齢者にやさしい、生きがいがある

ような環境づくりができないか。 
それから、道路の側面で、今の駐車場利用とかいろいろあったのですが、例えば今三好

丘駅前線というのは、モスバーガーのところから三好ケ丘の駅のところは幅員 25mある
んです。25mの枠の中で、これは 16に絞ってもいいから、9mはそういった市民参画が
できるようなイベント的な緑道空間とマルシェができるような形というのは築いたって

おかしくないじゃないかというような今提案を組み始めたんです。それはそんなことはあ

かんぞ、4車のほうがいいぞ。4車のままにしておれと言っていただければ、またそれは
それだけのことなのですが。そういった議論も今うちはさせていただいております。また

今後、それもこれから、今日は発案させていただいたばかりですから。これは参考にさせ

ていただきます。 

小川委員 先ほど申しましたように、本当に荒唐無稽なアイデアですが。 

政策推進部長 いえ、参考にさせていただきます。ありがとうございました。 

小嶋委員 
さっきみたいな話で、スケッチか何かでわかりやすく出せないですか。いいよと思う人

はいっぱいいるかもしれません。 

政策推進部長 
いきなり発案で完全な絵を描くと、市はこれをやっちゃうぞという話になっていってし

まうんです。これが源なんです、この会議が。これが総合計画審議会だとか都市計画審議

会になるとそれが決定していってしまうものですから、この発案の段階で決定という話も
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おかしいだろうと。やっぱりみんなで作るまちづくりだから、市民参画の中でみんなの意

見を聞いた中で、もう 1回再考させていただいて、私どもがプランニングさせていただく
会にしますよと前回も申し上げたものですから。 

小嶋委員 

実はすごく絵の上手な方がいて、その方に頼んでみますが、カリヨンの前でオープンカ

フェみたいな格好をやったときに、すごく感じのいい、みんなが見ていてこんな感じだっ

たらいいよねと。そんな絵ができないかなと今頼んでいるのですが。できるかどうかわか

りませんが。何かそんなものがないとパッと来ないし。 
僕、一番今期待しているのは、カリヨンそのものを演奏することができれば、恐らく日

本で唯一か唯二ぐらいのものになると思うんです。そうすると、そういった中で、演奏す

る人はいっぱいいますので、要するに日本でしかないものが 1つあるわけですから、それ
をうまく活用して、あの駅の前のオープンカフェみたいな格好、シャンゼリゼみたいな格

好にはならないと思いますが、何かそんなイメージも 1つあるのかなと思っています。 
それをきっかけにして、さっき言ったのですが、ここは子どもが学校に行くのにすごく

安全なところなんです。これを売りにして、子どもはここに住んだほうがいいね。来てほ

しいのですが。そういうものになってほしいなと思うんです。子どもがとにかく集まって

くる。育児するのだったら三好ケ丘に来てよと。その素材を持っているのですが、どうし

てやっていくのか。 

小川委員 遊歩道っていいですよね。 

小嶋委員 間違いなくここは大丈夫なので。 

政策推進部長 

それは今うちの大きなテーマなのですが、これから核の部分でオープンカフェとか魅力

化づくり、私ども、これは何からスタートしたかというと、平成 24年にカリヨンハウス
を都市再生機構さんから買ったのですが、このカリヨンハウスの施設を中心としたにぎわ

いづくりをしましょうということの中でこの会議も始まってきた、ということの中で、1
つのオープンカフェだとか、イベントづくりとかいうこともいいことだと思うし。 
今まず差し当たって課題にしていることは、ビジターセンターがあっても、ビジターセ

ンターは寄りにくい環境にあるんです。そうした中で、今日も現場を見てもらおうと思う

のですが、今交差点枠というのはもう少し北に置くように。いわゆるもう少しこちらの部

分をある程度使わせていただいて、例えば露骨に言うとバスの停留所をこっちに持ってき

て、この辺に客だまり機能を設けて、待っている人はカリヨンハウスのビジターセンター

で待っていてくださいというような再構築をしてみたいなということもちょっと現場で

も見ていただきたいなということを今日は思っています。そうした中で、例えば大道芸と

か、いろいろなイベントだとか、そういった流れも相乗効果も出てくると思うんです。 

小嶋委員 

ビジターセンターは、そこはさっき小川さんが言われたように、せっかく今、グランパ

スの旗がいっぱい立っているのですけど、結構転んでいますが。もっときちんと立てよう

と思うのですが、8の日でもいいのですが、要するにグランパスエイトの応援に行く人が
多いんです。サポーターが。そこの店に行って、例えばそこにすごくおいしいオムカフェ

のような弁当があって、それを持っていくとサインが貰えるとか、何かそういうこと、要

するに 1 回ここを通らせるみたいなことをやってもいいのではないか。そのぐらいのこ
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とは考えなければいけないと思う。それから 8の日もあると思うんです。少しずつやって
みて、そういう工夫が要るかなと思います。あのビジターセンターはちょっと。 

政策推進部長 

そう言わないでください。だから、何かそこに駅広とこの施設が有機的に結びつくよう

なプランニングが次回からのテーマになってくるんです。今日は全体をオーソライズした

ようなお話をさせていただいたのですが、そこがちょっと次回からの核になってきますも

のですから、その辺のさわりの部分について。 

三井委員 

長期的なことではいろいろ農地のところとかそういうところがもしかしたらイオンモ

ールができるとか、買い物とか、そういった面で、お年を重ねた人間も楽しく暮らせるの

ではないかという期待は持ちますが、まずは当面、この近日中にお金をかけずにどういう

ことができるかということを、まずこの、今ビジターセンターのことを言われて、私はど

うしてもソフト面のことを考えるので申し上げると、例えば一番最後のページだと地元の

農産物や人を活かしたということで言うと、例えばビジターセンターがここの東海学園の

ところでもどちらか、ほかになるかもしれませんが、例えばワンデイシェフみたいな形で、

公募型の民間の人を活用して、やりたい方がレストラン。レストランというか、本当に日

替わりでいいんですよね。今本当におできになる方はいっぱいいる。でも毎日はねという

方もいっぱいいらっしゃる。実際に例として、例えば日進にあるのですが、にぎわい交流

館というところがあって、月曜日はこのグループ、火曜日はこのグループでそういったも

のをやっているところもあります。それは作ってきたお弁当を売っていたりするのです

が。せっかくここがあって、そんなにお金をかけずにここを活性化するには、まず人を活

かさなければということをすごく考えるんですね。例えば東海学園のところで言うと、人

とパソコン 1台置いておけば、何かちょっとわからないことがあれば、わからないことが
あったら聞きに来て、いろんなことがにぎわって、パソコン教室ということではなくて。

例えばうちの父は 90何歳ですけれど、小学校で囲碁を教えたといって喜んでいましたが、
そういうふうに人が活かされる、活かしてもらえるということをする。お金をかけず人を

活かしてやる。そういったシステムづくりをしていくのがまず当面ではないかと思うんで

す。お金と時間をかければ、今本当に夢みたいな話がいっぱい出てきたので、ここもよく

なるなと思ったんです。 
それから、あおばで言いますと、北部のほうにシラタマホシクサというとても 9月ぐら
いになるといい箇所があるんですね。例えばそこも利用し、三好ケ丘の浮き雲のところも

利用して、名鉄さんの協力を得てハイキングコースにして、ここの一帯を上手にうまく通

して、早急にお金をかけずになるべくやれる方向から言っているのですが。そういったこ

とをすれば。 
もう 1 つ言うと、今日はたったこれだけの会議でも駐車場はすごく困っていらっしゃ

いましたよね。駐車場というのは基本的には際限なくは無理だと思います。あればあった

で、我が家も 30 台ぐらい止められるのですが、あればあったでみんな 1 人 1 台で来ま
す。なければないで、乗り合わせて来てくれますが。そういったことで際限のないものな

ので、先ほど佐宗さんが言われたように、いかにバスを使ってここに来たくなるかという

ことを考えて、今だと私、しょっちゅう見ているのですが、すごい悪循環なんですね。そ

うじゃなくて、みんなが利用、この前も市役所のほうで、飲むかもしれないのでバスで行

こうかと思ったのですが、3時からの会議のときに 5分前しか着かなかったら、やっぱり
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それは利用できないんですよね。遅刻したら嫌なので。そうすると、たまたまなのですが、

私の友人が日進であることを教えています。日進は、バスが例えば 30分に着くのだった
ら、45 分からその講座をスタートしていますと言われたんです。誰もが余裕を持って来
れる時間帯にそういった設定をする。10 時にするから 5 分前のバスは利用できないでは
なくて、バスがもし変えられないのだったら、講座の開始を 10 時 15 分からにしている
とか。例えばですよ。だから、お金を使わず、より市民が乗ってくれる。それから魅力の

あるもの。 
先ほど言われたように区長会で 1 度乗ってみてくださいと言っても、目的もないのに

乗る人はいないと思います。だけど、いついつここで何かがあったら、そのときはぜひバ

スで来てください。先ほど言いましたように、10時からやるのに、10時 5分前に着くの
だったら多分誰も利用してくださらないですよね。だけど、今日は 10 時 15 分から始め
ますので、ぜひバスに乗ってきてくださいと言うと、どちらにも得だと思うんです。駐車

場の心配をしなくてもいいし。 
それと、ここのビジターセンターのときにも思ったのですが、先ほどの佐宗さんの提案

にも似ているのですが、バスで乗っていらした方には例えば 1 割引のチケットを渡すな
り、例えばですが。前にデパートがそういうことをしていましたよね。鉄道で来た方には

割引券を差し上げますと。そういった何か手軽に、今すぐできることからスタートしない

と、10年後、私は生きているかなと思いながら聞いていたのですが、素晴らしいけれど、
うちの道路の前も本当に 15年前に道路が開通するよと、田籾のほうに開通するよと言っ
て実は買いましたが、いまだに開通しておりません。 

政策推進部長 ごめんなさいね。 

三井委員 

なので、そういうことではなくて、まず今できることからやっていただけたら、皆さん

もわくわく。 
それから、ぜひ人を活かしてください。ちょっと参考に、犬山で人活かしということで

私は前にやらせていただいたのですが、公募型のプロポーザルでやったときに、例えば全

体で 200万出します。手を挙げたい人は挙げください。私は結局 40万取ったのですが。
そういう何かあなたたちはこれをどうしたらいいですかと言ったら、きっとやる方はいら

っしゃると思うんです。もっと具体的なことを言ってあげないと、ただ漠然と何をやって

いいかもわからずではなくて。例えばキッチンが 1個あります。あなたは何をやりたいで
すかとか、ここにはパソコンが 1台あります。何をやりたいですかということを提案して
あげれば、きっとここをもっと活性化して使いたい方が、もっと言うとタダでやりたいと

いう人がいると思いますので、もっと人を活かしてやれる何か施策を考えていただける

と。私なんかタダでやりますと一応手を挙げていますからね。よろしくお願いいたします。 

政策推進部長 

三井さんからソフトな提案をいろいろいただきましたが、バスの 1 割引は別にしまし
て、確かにバスで来ていただくような環境設定、それから歩いて、今例えば保田ヶ池の方

向性のことを言われたのですが、歩いて楽しめる環境づくりというのは、この中に 1つテ
ーマに入ってくるのかなと思います。ご提言いただいたことは次回の参考にさせていただ

きたいと思います。 
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三宅委員 

東海学園ですが、学生が今 1,800人ぐらいいます。バスがここへ来ているわけです。来
る場合と帰る場合のね。向こうへバスを止めているから、こちらに来ないんです。例えば

私どもの学校のほうと市のほうでカリキュラムでここを使うようにしてほしいというこ

とは、今回非常に可能性があると思うんです。ですから、僕は三井さんがおっしゃった意

見に大賛成で、これはいつごろ実現するかわかりませんよね。結構長期的なものだから。 
だから、できるだけ早めにやっぱり往来があったほうがいいと。一番学生が帰る 4時か

5時前後に、学生はポツポツポツポツしかいないわけです。寄るところがないわけでしょ
う。駅で信号があって、すぐ向こうへ行ってしまう。あるいは黒笹のほうの線路脇をポツ

ポツ帰ってきたりする。それもポツポツなんです。だから、結局学生が 1,800人ぐらいい
て、若者がいて、彼らは遊ぶ気持ちを非常に持っているところですね。それが寄るところ

がないということですから、せっかくみすみす若い連中がいるにもかかわらず、それを活

かし切っていないということですから。1度、学校のほうと相談してみて、カリキュラム
の中でここをどのように使えばいいかということを、カリキュラム全体の中で取り入れて

ほしいと思うんです。それは可能ですか。そうすると、学生たちがこっちに来る。必ず歩

いて帰る。そのときにどこも、普通、僕は東京にいたんだけれど、麻雀屋があったり、喫

茶店があったり、ハンバーガーがあったり、いろいろありますけど、ここは何もないわけ

ですよね。たむろするところがないんですよ。ですから、できるだけ都会的なものが、ど

っちが、卵か鶏かわかりませんが、若い人たちが往来できるようにしてくださるといいの

かなと思います。ぜひ学校のほうと。我々、一教員で、何とか委員会とかそういうもので

はなしに、学校当局とここをどうするかということを調整してくださると、学校当局のほ

うから、じゃあここを使おうということを言ってくれると思います。ですからぜひそれを

お願いしたいなと僕は思います。 

政策推進部長 

基本的に今東海学園さんがあって、東海学園の学生さんたちは、人の流れを見ていると、

こういうふうに来たものは、まずこちらに寄らずして、必ず駅に直行ですよね。その 1800
名の方々がやはりこの南側にゾーンの通りを通って、そしてカリヨンを経由して通ってい

ただくようなものは何か。それは短期計画の中で組んでみたいなと。それはロータリーの

改修や交差点の改修ということもありますものですから、それは一遍この会議が終わりま

したら皆さん眺めていただきたい。 
カリキュラムの件は先生、名誉教授になられても、また一つご支援をお願いしたい。 

三宅委員 

学生たちが向こうを渡らずに、こっちを通らないという理由は、向こうに信号がありま

すよね、モスバーガーがある。あそこがあるから、信号を回って向こうを通るんですね。

道路がいいから。建物があるから。だから、あそこの信号を真っ直ぐ来るということが、

横断歩道もないわけですよ。だから結局田んぼの中を通っているような感じで、整備され

ていないから、向こうを回ってこう来ると。向こうを回るとすぐ行っちゃいますよね。 

政策推進部長 その環境改善をまた次回出させていただきます。 

高橋委員 

ただ、カリヨンハウスの活性化委員だったのですが、あの部屋は東海学園さんの占有の

場所ではなくて、地域の共同の、例えば学生が交通指導をするとか、そういうことの会議

のための部屋ということで、そういう地域の教育のための部屋だったということは押さえ

ていただかないと。なし崩しに、このカリヨンハウスの使い方が、方向が決まってしまっ
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ていくような気がするので。 

政策推進部長 
コラボレーションというのはにぎわい形成ということですからね。誰が決定するという

ことではなくて、柔軟に物事は考えていきたい。 

高橋委員 
区長さんのお話を聞くと、今こういう問題があるということをずっと言われているので

すが、この整備プログラムを見ると、やはり高いところから 10年、20年のスパンで考え
ていらっしゃるんですよね。 

政策推進部長 
たまたま今日説明したのが、長期ビジョンのものだけ担当が説明したものですから、何

で短期ビジョンを説明しないのかというのは次回だと言うから。 

高橋委員 

ただ、長期ビジョンがあって、そこからだんだん下がってくるということもあるし、逆

に今困っている問題を積み重ねて解決しましょうという考え方もどうなのかなという。ど

ちらがいいのか、それはまたそれぞれなんでしょうけれども。予算の関係もあるし、そう

いうことで、さっき三井さんからお金を使わないということを言われましたが、これだけ

の予算を使えるとか、そこら辺のことを少しお示しいただいて、その中でのこういうビジ

ョンだということで検討していったほうがいいのではないかと思います。 

政策推進部長 

おっしゃるとおり、やはり長期ビジョンを基本理念だとか構想というのを無視して、こ

れだけは先にやっちゃいますということはいかんと思いまして、全体のレイアウトを申し

上げた中で、やれるところからやっていきましょうというお話をさせていただいているの

ですが、やはり先生が言われるように、次回から長期ビジョンの話はやめましょうではな

くて、それも踏まえながらまた整理をさせていただくということでお願いしたいと思いま

す。 
何か。もう最後ぐらいでどうですか。時間がないものですから。 

内田委員 

駅前のにぎわいを考えるときに、1つはカリヨン、これが中心になるイメージだったの
ですが、今の体制になって 1年ちょっとですよね。これの評価を 1度きっちりしたほうが
いいと思うんです。こういう今のようなカリヨンでよかったのかどうか。 
私の個人的な意見は、例えば 1階のギャラリー、あれは民間だったら多分とっくに倒産

ですよね。ここだからやれていると思うのですが、民間ならとっくに倒産なのですが。本

当にこの体制でよかったのかどうかということ 1度評価をしたほうがいいと思うんです。
もし駄目なら、もっと早く変えなければいけないと思うんです、中身を。こういう会議室

がたくさんあったり何かするのですが、私は正直言うと、昔のカリヨンよりは、ここに来

るのが遠のいたんです。かつては郵便局があったり銀行があったりして頻繁に来たことが

あったのですが、今はそういうものもなくなって、ほとんど来なくなってしまった。だか

ら、ここのあり方というのはもうちょっと考え直したほうがいいのではないかというのが

1つ。 
それから、駅前のにぎわいを考えるときに、ここの地の特徴を考えないと、何でも人が

来ればいいというものではないと思うんです。大きなスーパーを誘致すれば、それは人は

来ますけれども、多分ここではスーパーは成り立たないでしょう。昨今、この近くでもい

っぱいできますよね。東郷にららぽーとができたり、日進にイトーヨーカドーができたり、

長久手には IKEA ができたり。恐らくみよしの人はむしろそっちへ人が流れていく感じ
になると思うんです。イオンは今の感じでは古いですものね、みよしのイオンは。 
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だから、みよしとして何か外から人を呼び込むような、かつ、ここの地に特徴のあるも

のを形成していかないと人は多分寄ってこないような気がします。そういう長期的なこと

と、もう少し短期的な話、カリヨンを含めてこの辺の周辺をどう活用するかということは

よく考えないと。 

政策推進部長 

区長さんが言うとおりでして、にぎわいにしてもスーパーにしても、はっきり言って戦

争です、あんなものは。絶えず今言われたように、検証、再考、改善をしていかないと、

どんなものでもやられていってしまいますから、それはしっかりやらせていただくという

ことは約束させていただくということと、いろいろご意見をいただきたいのですが、この

会もまた次回、来年も 4回ほど計画させていただいているものですから、今日は定刻にな
りましたので、皆さん、用事もあると思いますので、今の交差点は何とか駅前を変えて、

こちらへ人を持ってきたいというイメージを持っていますから、現地だけ確認して、次回

からの議論の参考にしていただきたい。次回また市役所でやりますので。そのようなこと

で申し訳ありませんが。 
佐宗さん、いろいろ意見もあると思いますが、また次の区長に引き継いでいただいて、

福谷の区長さんも引き継いでいただいて、三井さんも引き継いでいただいて、名誉教授は

このままやっていただくということと、私もこれで 3 月いっぱいでご無礼させていただ
きますので、いろいろお世話になりました。 
それでは、事務局に返させていただきます。 

 

事務局（課長） 

貴重なご意見ありがとうございました。来年度につきましては、今部長が申し上げたよ

うに、長期的な構想、本日の考え方を基本といたしまして、具体的な、できるものから取

りかかるという計画をお示しさせていただきたいと思います。 
次回の会議につきましては、来年 4月以降になりますが、日程が決定いたしましたらお

知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。 
それでは、これをもちまして、ひとまず閉会とさせていただきます。先ほどから申し上

げておりますように、せっかくの機会でございますので、実際に現地を見ていただきたい

と思います。 
 


