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会  議  録 

会議名 第3回 三好ケ丘駅周辺魅力づくり会議 会議録 

日  時 平成27年 10月 27日（火） 午前10時 00分から午前 11時 35分まで 

場  所 市役所 3階 研修室1・2 

出席者 

（敬称略） 

鈴木悟志、加納宗春、西村準一、小嶋忠光、山田隆夫、筑尾彰二、小川公夫、 

遠藤美枝子、岸貴志、加藤實、高橋真、古瀬英司、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方針について 

会   議   録 

委員名 質  問  ・  意  見 

１ あいさつ 

事務局（課長） 

おはようございます。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。定刻となりましたので、第 3回三好ケ丘駅周辺魅力づくり会議を始めさせてい
ただきたいと思います。 
本会議につきましては、懇談会という形式を取っておりますが、市の附属機関と同様に

会議を公開としておりまして、傍聴についても許可をさせていただいております。その点、

ご承知おきいただきたいと思います。なお、傍聴者の方につきましては、受付時にお渡し

しております注意事項について遵守いただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
それでは、政策推進部長の藤根より挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。 

政策推進部長 

改めましておはようございます。ご多用のところ、第 3回の会議にご出席いただきまし
てありがとうございます。 
本会議は、先ほど課長から説明したとおり、懇談会という形で皆さんから意見を出して

いただくということで進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。特に三

好ケ丘駅周辺につきましては広くご意見をいただきたいと思っております。 
昨年度より引き続きの委員さんも見えますが、新たな委員さんもみえます。この会議は

駅周辺の現状と評価を昨年度行いまして、三好ケ丘周辺の魅力づくりについての基本構想

を昨年度まとめさせていただきました。今年度は、その計画といいますか、基本構想をも

とに、魅力づくりの基本構想を受けて、その整備の方針について、特に今回、その方向性
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について皆様よりご意見をいただきたいと思っておりますので、限られた時間ではござい

ますが、積極的に発言いただいて、会を進めていきたいと思っておりますので、本日はど

うぞ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させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

２ 内容（１）三好ケ丘駅周辺魅力づくり方針について 

政策推進部長 
それでは、お手元の資料をもとに会議を進めさせていただきます。まず三好ケ丘駅周辺

魅力づくりの方針について、事務局より説明をお願いします。 

企画政策課 
副主幹 

企画政策課の竹内です。平成 26年度・27年度の 2年間をかけて、駅周辺地区魅力づく
り計画を策定するにあたって、本会議にご出席いただいている皆様から広く参考意見を伺

いながら、計画策定を進めていくために開催させていただいているのが、この三好ケ丘駅

周辺魅力づくり会議でございます。 
本年度最初の会議となりますが、今年度から新たに会議にご出席いただいている方もお

見えですので、まず昨年度策定した基本構想についてご説明させていただきながら、内容

に入ってまいりたいと思います。 
 それでは、資料1ページをご覧ください。まずは背景と目的ですが、三好ヶ丘まち開き
から 25年程度が経過し、その当時と社会情勢・経済情勢が変わってきています。 
本計画は、「駅周辺地区に求められる役割」を明確にして、それぞれに対応した「まち

づくりを実現」し、駅周辺地区に新たな魅力づくりを行う事を目的としています。 
今回の計画の対象区域は、三好ケ丘駅から歩いて日常生活ができる範囲、概ね５００ｍ

圏としました。 
続いて（３）策定の流れについてですが、平成 26年度では、「地域特性」「期待される
まちづくり」「まちの地区の現状」それぞれの視点から分析を行い、「新たな魅力づくりの

必要性」を導き出し、「求められる役割」「基本理念」「将来像」を描きました。それぞれ

は次ページ以降で説明します。 
これらを踏まえ今年度は、1ページの右下赤い線の枠内の３つの内容について整備方針
を定めてまいりたいと考えています。1 点目農ライフゾーン、2 点目駅前広場、3 点目駅
周辺基幹道路網の内容を定めてまいりたいと考えています。 
 それでは２ページをご覧ください。平成26年度の確認になりますが、駅周辺地区に求
められる役割を導き出すために、愛知県の中における本市の役割と特性、また本市の中で

駅周辺地区がもつ特性と役割についてそれぞれ整理しました。  
もう一方、取り巻く環境として「社会経済情勢の変化」「地区の現況」の視点からそれ

ぞれ整理しました。 
これらを受けて、駅周辺地区において新たな魅力づくりに取り組む必要があると考え、

その地区に求められる役割として、2ページ中央の真ん中に示してある 4点にまとめまし
た。 
地区に求められる役割は、『活力』ひとの流れを受け止め、交流を活発化させるまち、

『暮らし』誰もが住みやすく・住み続けたいまち、『安全安心』災害に強く安全で安心し

て暮らせるまち、『環境』身近な自然が享受できるまちとしました。 
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 この４つの役割を達成するためにスローガンとして基本理念「みよしの魅力が享受でき

る定住と交流のまちの創造」を定めました。 
この基本理念の基となる、地域の目標とする状態は、「駅周辺地区は、“住みよいまち”

として選ばれ続けるために、ひとが集まり交流し、市域内外へ本市の魅力を発信するまち

づくりの拠点となります。交通結節点である駅周辺地区が活発化することにより、公共交

通による市域内外との交流が促進され、持続的な市域の活性化につながります。」という

イメージです。 
 それでは３ページをご覧ください。先ほど目標とする状態として一文で説明しました

が、それをさらに具体的に目指すべき将来像として４つあげてあります。 
①として「利用しやすい、訪れやすい交通結節点の形成」その将来像の実現化に向けた取

組みとして、駅前広場の再編、駅へのアクセス改善、駅からの移動環境の充実を考えてい

ます。 
②として「市民、来訪者を引きつける交流拠点の形成」その将来像の実現化に向けた取り

組みとして、農地を活かした体験・活動・就業の場と機会の創出、駅前通りのにぎわい空

間の創出、駅前の民有地の有効活用を考えています。 
③として「自然を身近に感じ、散策を楽しめる緑地空間の形成」その将来像の実現化に向

けた取り組みとして、水と緑のネットワークの形成、地域資源を活かした緑空間の創出、

地域資源を活かした健康増進機会の創出を考えています。 
④として、「世代循環を促す生活空間の形成」その将来像の実現化に向けた取り組みとし

て、新たな居住空間の形成、既存の住宅地の世代循環を考えています。 
整備項目としては大きく４つに分けてあります。 
「駅前広場」「農ライフゾーン」「新規住宅地」「境川緑地」を考えております。 
将来像の実現化に向けた取り組みをそれぞれに位置づけてありますが、それを１枚にま

とめたものが４ページとなります。 
まず図の中央部ピンク色の四角い枠の中の部分の「駅前広場の再整備」「低未利用地を

活用した施設整備」それぞれの項目の後ろに（官）や（民）とあるのは、行政・官公庁が

実施主体となるものは官、民間事業者等が実施主体となるのが民と表示してあります。 
そのピンク色の枠から時計回りに「公共交通活性化」「市内移動促進」「住み替え支援」

「散策路の整備」「親水公園の整備」「健康増進事業」「販売・加工場の整備」「市民農園」

「食育・地産地消事業」「三好丘駅前線の再整備」「住宅地整備事業」「黒笹線・三好丘北

線接続道路の整備」となります。 
これらを個別整備方針に位置付けています。ここまでが基本構想の整理となります。 

 ５ページをご覧ください。農ライフゾーンについての説明になります。２ページで説明

しました。目標とする状態として「駅周辺地区は、“住みよいまち”として選ばれ続ける

ために、ひとが集まり交流し、市域内外へ本市の魅力を発信するまちづくりの拠点」とし

ました。「住みよいまちとして選ばれ続ける駅周辺地区の持続的な発展」をするためには

どうするか。 
まず、今後急激な高齢化の伸展や駅周辺のにぎわい不足により、このままでは、人口の

流出や、都市機能維持が難しくなり、駅周辺がより一層寂れる事が懸念されます。 
そこで、この地区の特性である「良質な住宅地」「駅近接」「豊かな自然的資源」に着目
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し、これらの特性を最大限活かせるのが「農」であり、それを活用した場を作ることによ

り駅周辺の個性が高まり魅力が向上し、転入と定住により交流・世代循環が促進して持続

的な発展ができるというストーリーとなっています。 
もともと三好ケ丘駅周辺に広がる農地は「農振農用地」の区域に指定されており、農地

として良好に保全すべき土地として位置付けられています。 
 鉄道駅に隣接し、自然環境に恵まれた住宅地という特性を持つ駅周辺地区で、これらの

特性を活かすポテンシャルを持つ「農」を活用し、この場所にふさわしい機能を付加する。

これにより、定住と交流を促進し、周辺の世代循環を促すとともに、高齢期の“生きがい”

や地域にあるべき“にぎわい”を創出する「農ライフゾーン」の形成を図っていきたいと

考えております。 
 ６ページをご覧ください。農ライフゾーンの機能についての説明となっています。生き

がいとにぎわいの役割を農ライフゾーンに持たせるには、どのような機能が必要か。市民

と来訪者を横軸にとって縦軸に日常と非日常をとり機能をマトリックスで分けビジュア

ル化しています。 
７ページ、８ページには農を活かした全国の取り組み事例を紹介しています。 
ここで、ご理解いただきたいのは、他の自治体等の取り組み事例と同じことを行いたい

としても、土地利用の制約や農地法等の法律的制約など、実現に向けては、時間がかかり

ますし、いくつもの課題をクリアする必要かあり、計画の実現に向けて長期的な視野に立

って考えて参りたいと考えています。計画に定めてすぐに、何か事が動くかというとそこ

は、長い目で考えていかなくてはならないということをご承知おき頂きたいと思います。 
 続いて駅前広場についてですが、９ページでは上位計画における位置づけ、地域情勢、

社会情勢、市民意識から駅前広場の望まれる姿として、公共交通と一般交通の双方が利用

しやすく、駅との結節性や周辺との連絡性の高い駅前広場を形成していきたい。また、駅

施設を含めた誰もが利用しやすい施設配置の実現をしていきたい。これらを踏まえて将来

像として利用しやすい、訪れやすい交通結節点の形成をしてまいりたい。 
 １０ページでは、駅前広場の現状をまとめてあります。駅、駅前広場の主な利用者属性

としては、通勤通学者の送り迎えの利用者が多く、一般車進入禁止エリアでも利用がされ

ている現状があります。公共交通としてはコミュニティバスとスクールバスの 2 種類が
あり、コミュニティバスは小型、スクールバスは大型となっています。タクシー利用者は

少ない現状です。一般車進入禁止エリアで公共交通と一般交通の交錯が見られます。夕方

のピーク時には駅前広場全体で 20台程度の P&Rが見られます。 
 １１ページ市が購入して再整備をしたカリヨンハウスが隣接設置されていますが、現在

は、駅や駅前広場との関係性が低く、特にコミュニティバスとの結節性が高いとは言えず、

拠点としての機能が十分に活かされていないとはいえない現状です。環境機能としては景

観にも配慮して現状モニュメントや中央ロータリー部分に緑化が施されています。交通結

節機能として主に東側隣接地の民間駐車場が P&Rとして利用され、稼働状況としては７
～８割程度となっています。鉄道敷地内にある駐輪場は不足しており、駅前広場の歩道な

どにあふれている状況ですので移転や増設の検討が必要な状況です。 
 １２ページでは基本方針、利用状況を踏まえ、課題と対応方針をまとめました。交通結

節機能では、公共交通と一般交通が交錯しバスの遅延が発生している。タクシー乗り場が
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駅から離れている。それぞれの課題に対応するため、駅前広場の改修の際には公共交通と

一般交通が交錯しない配置とし、タクシー乗り場は駅から最も近い配置とし、特にさんさ

んバスはカリヨンハウス前に配置をすることを考えています。また、夕方ピーク時の送り

迎えの飽和に対応できるような改修も考えていきます。駐輪場についても台数の不足はも

ちろん、駅舎降り口の正面にあり、駅前の景観的にあまりよくないと考えています。動線

距離や乗り換え距離短く配置し、増設を検討していきます。隣接民間駐車場については、

利便性も高いことから駐車場としての機能を継続していく事が望ましいと考えています。

環境機能では、周辺の整備方針に合わせた潤いある空間形成をさらに進める必要があるこ

とから、周辺の水と緑のネットワークや緑化空間と連続性、関連性のある景観づくりを図

っていきたいと考えています。 
 １３ページから１５ページでは駅周辺の現状を写真で紹介していますのでご確認いた

だければと思います。以上で説明とさせていただきます。 

政策推進部長 

ありがとうございます。ただいま事務局から資料についてご説明をさせていただきまし

た。この資料といいますか、この考え方等につきまして、皆さんのご意見をいただきたい

と思っておりますので、忌憚のないご意見をいただければと思います。どのページからで

も結構です。よろしくお願いいたします。 

三宅委員 

私からでいいですか。私、三宅と申します。都市計画のほうから出ております。今回の

テーマは三好ケ丘駅の周辺魅力づくりになっておりますが、実はその中心となるのは三好

ケ丘の駅ではないかと思うんです。ここはたしか名鉄さんの土地でもあり、名鉄さんが今

日お見えになっておりますので、名鉄さんのほうで今どのような考え方を持っていらっし

ゃるのか、それをお伺いしたいと思うのですが。 

岸委員 駅ですか。ロータリー部分ですか。 

三宅委員 駅に向かって行くときに右手とか。 

岸委員 駐車場があるところですか。 

三宅委員 
はい。今自転車とか並んでいる奥、あのところをどのようにこれからしていくお考えを

持っていらっしゃるのか。 

岸委員 

資料で行きますと、駅の東側のパークアンドライドの駐車場のエリアだと思いますが、

具体的な今の活用の仕方としては現状から何か具体的に考えているというところは今の

ところありませんので、これから協議をさせていただく中でいいものを実現できたらいい

なと思っています。 

三宅委員 
それから、ほかの駅の周辺の、名鉄さんに関係するようなところで何かこれからこうい

う計画があるんだということはございませんか。 

岸委員 ほかの駅ですか。 

三宅委員 
三好ケ丘の名鉄さんの関係するもので、これからこういうまちづくりをやっていくと

か。 
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岸委員 
実は具体的にはなくてですね。先ほどの繰り返しですが、必要なものがあれば我々も整

備をしていきたいと思っております。現状何か今すぐにという計画は現在ございません。 

三宅委員 我々もいろいろ計画を作りまして、こういうふうにしていきたいというのは。 

岸委員 
もちろんご相談はということで。我々も 1民間企業なものですから、できる、できない
というのは当然判断させていただきますので。まだその段階でございます。 

三宅委員 繰り返しますが、今のところ駅の駐車場のところの利用はまだ考えていないと。 

岸委員 これからです。 

三宅委員 これからというのは。 

岸委員 当然余地はあるということで考えていただければと思います。 

政策推進部長 

ありがとうございました。三宅先生から逆に司会のような形で名鉄さんのご意見という

ことで。私のほうも今パークアンドライドということでやられてはおるのですが、それ以

外の土地も名鉄さんの土地はまだあって、有効利用といいますか、そういう形になってい

ないものですから、駅の真ん前の土地なものですから、こういうところでもいろいろな意

見が出ると思いますが、ぜひとも名鉄さんにも有効利用といいますか、賑わいの元となる

ようなものを考えていただけるのならありがたいなと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 
ほか何か。 

小嶋委員 

ちょっと細かい質問をしていいですか。2点あります。3ページですが、④世代循環を
促す生活空間の形成のところの絵がありますが、現状と将来像、これは字が読みにくいの

で、わざと見えなくしているのですか。ぜひしっかりと見たいのですが。次回でもいいで

すが。 
もう 1つ、農ライフゾーンの話で、土地が農振農用地という話がありましたが、どうい

う字を書いて、どういう意味なのですが。 

政策推進部長 
まず 3 ページの④世代循環を促す生活空間の形成の絵のお話ですが、左も右も見にく

くて申し訳ないのですが、左の住宅地がある程度三好ケ丘のところはまとまっているので

すが、その周辺も含めて点在した中で、そこの中が高齢化して。 

小嶋委員 これは「高齢化」と書いてあるのですか。 

政策推進部長 

はい。上の青の中は「高齢化」と書いてあります。駅まで通勤・通学というのは赤い矢

印です。 
右の絵というのは既存の住宅地の中の高齢者の方を、上のほうといいますか、世代循環

という考え方の中で、先ほど新たな住宅地の形成というのを一部入れたのですが、そうい

うところに、三好ケ丘の区域というのは生活環境としては最高の土地だと思っています。

本当に整備されたいい土地なものですから、そういうところというのは子育て世代には非

常に人気が高いところなんだろうなと。これを作ったときにもそういう方が皆さん入って
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いただいたというのがあるのですが。そういう方で、子育てが一段落して、要は高齢者だ

けの世帯になったりして、大きな建物の中に高齢者が 2人、もしかして 1人で住まわれる
というと、駅までの距離もあるものですから、なかなかその辺が苦しいのかなと。そうい

うときに、新しい住宅地みたいなものを駅の周辺、できる限り駅に近いところに作って、

そういうところに移動していただいて、そこでもともとの家を貸すといいますか、三好ケ

丘というところに子育て世代の方に貸していただいて、その費用をもとにこちらのほうの

新しいところの生活を。 

小嶋委員 住宅地はお年寄りが住んで、三好ケ丘のところは新しい世代が住むという意味ですか。 

政策推進部長 

緑が多い使いやすい住宅地なものですから、そういう施策もやれないかなというイメー

ジを持っています。そうすることによって三好ケ丘の中も当然今このままで行くと高齢化

が一気に進みますが、少しでも新たな子育て世代が入っていただくことによって循環して

いくのではないかということでこれは書かせいただいております。 
それともう 1つが農振農用地の意味ですか。 

小嶋委員 漢字を。 

政策推進部長 今書かせていただきます。正式に言うと農業振興地域の中の農用地です。 

小嶋委員 そのように指定されているということですね。 

政策推進部長 そうです。 

企画政策課長 
住宅地ということではなくて、あくまで農業の振興を図る地域として指定されている。

法律的に。 

加納委員 これで本当は勝手に昔、町が決めた。別にしてほしくはなかった。 

小川委員 

よろしいですか。先ほどの説明で、将来像的に農ライフゾーンを今後整備していくとい

うご説明で、私もいい案だろうと理解しているのですが、それと今、交通結節点、結節点

と先ほど来、前回、前々回も強調されているのですが、三好ケ丘の駅の地形から考えると、

駅の裏はご存じのように崖地になっていますし、駅前の広場からトーヨーホームさんの建

っているあの下が道路からかなり段差があって農地があって広がっているというような、

ああいうような地形からしたら、多分市が考えているのはトーヨーホームさんの下の農地

を活用したいということなのでしょうけれど、三好ケ丘に来ていただく方をどういう形で

想定しているのか。市外からも来ていただきたいというお話のようですが、電車で皆さん

そこに集まってくれば名鉄さんはすごく喜ばれると思うのですが、実際今、これだけマイ

カー時代になってくると、果たして電車で皆さん来るかというと、なかなかそれだけでは

解決できない問題というか、むしろマイカーで来たときに、その車の駐車場の問題はどう

するのかという問題もきちんと考えておかないといけないのではないかと思います。 
パークアンドライドという名鉄さんの東側の小さな駐車場は私もときどき利用するの

ですが、あの程度の駐車場では車で来た人はとてもじゃないですけれど、恐らく利用はし
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にくいだろうと。事実私はそう思います。ぐるっと駅の裏側を回っていかないと今の名鉄

さんのパークアンドライドの駐車場というのは入れないんです。遊歩道の南側からはたし

か入れないんです。なので、そういう地形的なデメリットも考えて、結節点、結節点と言

うのであれば、電車と今の公共交通のバス、タクシーをあそこで利用する人だけ考えてい

ればいいのですが、マイカーが一家に 2台、3台ある時代で、例えば東郷町の人だとか、
長久手のほうから来るにしても、結局車でしか来れないんです。モリコロパークの前の道

を通ってモスバーガーのところに山道がありますよね。あれが一番近いと思うのですが。

その辺のところを考えて、近接の駐車場、駅周辺に接続できる駐車場をまず確保しないと

いかんだろうなということが 1つ。 
それから、駅前広場、駅前広場と言いますが、実際そこに人が集まれるような広場はな

いですよね、現実に。と思います。私は以前も、カリヨンハウスのところの東側にいろい

ろな個人病院が建っていますが、そこから出入りできるような人工地盤を造ったらどうだ

ということをご提案申し上げたのですが。その下を駐車場に活用できないのか。であれば

駅前も必然的に広がって、例えば移動販売車とか、夏になればビアガーデンとかに乗り入

れさせるとか、かき氷の車を乗り入れさせるとか、そういう来ていただく人の賑わいを作

るのであれば、まずそこから始めたらいいのではないですか。農ライフゾーンというのは

将来像ですね。当然やっていかなければいけないだろうと思うのですが、短期、中期、長

期で考えてやっていかないと、なかなかあれもこれもと総括的に話をしても私は進まない

と思います。 

政策推進部長 

ありがとうございます。言われるとおり、農ライフゾーンについては長期的な、先ほど

申しましたように法律のこともありますし、土地利用のこともございますので、これは長

期的な話だろうなと考えております。 
このアクセスについて、当然電車のアクセスはなかなか難しいのかなと地形的に思って

おります。ただいまご存じのとおり、田籾ですね、豊田市さんの山道を超えてくるという

のは向こうの田籾なんですが、あちらに向かって県道がインターのところから来る道が今

はまだ盛土の状態であれですが、新しい道路ということで、上郷知立線が整備されてきま

すので、農ライフゾーンはそちらと高さを合わせて、そちらからもアクセスできることが

大切だろうなと。ただ、駅のほうから来る方も当然見えますので、そういう方は歩行者と

いう形で、歩行者を何らかの形で降ろすようなことで利用できないかなと考えておりま

す。 
それと、駅のロータリーの話といいますか、結節点ということで、今一番最初にこの会

をやっていく中でも説明があったと思うのですが、今は駅周辺キスアンドライドの方と公

共交通、さんさんバスだとか、スクールバスだとか、ループバスが入ってきて、どうして

もごちゃごちゃになっていて非常に渋滞を起こしているという状況がありますし、前回の

会議でもお話をいただいているカリヨンハウスにいかに人を寄せていくかということを

考えていくと、やはり待ちの部分、待っていただく、バスを待っていただく時間というの

がありますので、そういう方をカリヨンハウスのほうに誘導したいなということもあっ

て、前回提案させていただいていると。今回は形として、図面でいいますと、今回初めて

駅前広場の絵等も出させていただいたのですが、10 ページ以降ですが、こういう状況が
あるということで、現状を整理した上で、12 ページに出させていただきましたが、こう
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いう形で、今と逆の形で、一般の車両を駅に近いほうにして、駅からアプローチもしっか

り確保した上で公共交通をカリヨンハウス側のほうに持っていけば、もう少し整備ができ

るのではないかなと今考えております。 

小川委員 

私もこの案についてはとてもいい案だと思っています。ただ、部長がおっしゃるように、

ただのバス待ちの時間だけカリヨンハウスを利用するというのは何かつけ焼き場的な発

想であって、それで果たして賑わいができるのかというのが私がクエスチョンマークを

常々。私も三好ケ丘に来てもう 17年になりますが、ちっともあそこの駅前が賑わったと
いうのが感じられないんです。 

小嶋委員 
ちょっといいですか。そこのところのイメージ図を描いてきたものですから、それを見

てもらっていいですか。まだ早いですか。提案で絵を持ってきたんです。いいですか。 

政策推進部長 これは区長さんのほうで書いていただいたのですか。 

小嶋委員 

そうです。うちの行政区のほうで書いています。行政区に日本画家の人がいて、その方

が絵を描いてくれて、印刷をやっている方がいるので、その方が大きく印刷してくれまし

た。これで説明したいいと思います。 
2つ絵があるのですが、大体市の考えているアイデアは、先ほど小川さんが言われたア
イデアというのが入っていると思うのですが、こちらはプラットホームから見た絵です。

この趣旨は、先ほどいろいろ議論している中で、この辺の交差点が非常に複雑になってい

ますので、人の出入りだとか車の出入りも非常にやりにくくなっていますので、ここをス

トレートにしたというのが基本の考え方で、これを見てもらうと、ここをストレートに持

ってきたということになるとどうなるかというのを見たものです。先回からいろいろ議論

していてもなかなかわかりにくかったので、自分たちで勝手に絵を描いてどうなるかを見

てみました。 
その効果はどうなるかというと、カリヨンの前に大きな広場ができる。これで、先ほど

の資料の中にもありましたが、オープンカフェみたいなものを建てますということで、こ

の辺にオープンカフェができるエリアができるだろうということと、先ほど言われたよう

にここにバス停を持ってきて、ここに人を誘導するということもできるだろう。 
何よりもカリヨンの鐘というのは手動演奏ができるようになっています。手動演奏がで

きる鐘というのは日本で恐らく、手動演奏はあるかもしれませんが、住民が弾けるような

構造のものはなかなかないのではないかと言われていますので、すごく特徴のある鐘がこ

こにある。それとこことマッチングすれば、なかなかいい賑わいづくりができるのではな

いかと思っています。ここが 2番目です。 
もう 1つ 3番目は、ここをスクランブルにできるだろうということです。 
それから、4つ目ですが、多分皆さん気づきにくいのですが、先ほどの資料で行くと緑
化の空間という話がありますが、そんなのを壊してしまえというのはあれなので。なぜか

というと、そこの絵に描いていますが、ここに大きな木が 3本ぐらいあるんです。この 3
本の木が、実はここの絵に描いていませんが、カリヨンの中でコンビニをやられているヤ

マザキさんがイルミネーションを作っているんです。これが道路から走ってくるとこの木

が邪魔して見えない。だから、この空間というのはもっと広く見せることが大事だと思い

ますし、イルミネーションというのはものすごく人の心をやさしくするという効果があり
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ますのでぜひ見せたいなと思っています。 
そういうことで 4つの効果がありますということです。 

政策推進部長 楠は移植したほうがいいでしょうね。 

小嶋委員 

それで、さっきから議論の人の循環というのがありますが、ここの駅前を魅力を作るこ

とによって後ろの空間というのはものすごく、先ほど言われていますが、いい空間があり

ますので、そこに若い世代を呼び込んでくることはとても大事なことではないかと思いま

す。これは私の提案です。よろしくお願いいたします。 

政策推進部長 

ありがとうございます。地域のほうから自分たちで一生懸命考えていただいて、本当に

ありがたいことでして、ちょうどうちが今検討している内容とよく似た案ですので、実際

にこういう形という形で書いていますが、これを基本にやっていきたいと思います。 
今回絵を描いていただきましたが、うちのほうもできましたら停車場線ですが、モスバ

ーガーですか、西の交差点から駅の前まで片側 2車線の道なのですが、片側 2車線はあの
区間だけなんです。本当に片側 2 車線が要るのかなというのがあります。25m の幅があ
りますので、通常の 16mぐらいの街路にしてやれば 9m近く空間ができますので、ああ
いうところも先ほど書いていただいたカリヨンからの広場の延長みたいな形で、できれば

そこを使ったイベント等がやっていただけるとありがたいなと。 

小嶋委員 11月 1日にカリヨンの鐘をベースに我々の行政区でイベントをやります。 

政策推進部長 あの鍵盤を直されたのですか。 

小嶋委員 
直したんです。20 年ぶりにようやく直ったんです。直してくれたんです。そこにシラ
カミさんが来ていますが、シラカミさんが機材のチェックをやってくれたのですが。 

政策推進部長 
ありがとうございます。確かにまちびらきであそこでキーボード演奏をしてカリヨンを

鳴らした。 

小嶋委員 

そうです。1年か 2年だったらしいんです。それが 20年ぶりに復活するということで、
9月に一応基本調整ができたのですが、10月 15日に 1回音合わせをシラカミさんにやっ
ていただいて、キーボードでやるのですが、一部音が出ないところがありましたので、今

それを修理していまして、我々のフェスタが 11月 1日、日曜日なのですが、土曜日に大
阪の業者が持ってきて修理して、それから少し練習をやって本番。今子どもも含めて 12
人演奏者が揃っていますが、やってみたいと思います。 

政策推進部長 あのキーボードは上にあるんですけど。 

小嶋委員 
キーボードは下に下ろしたんです。だから従来のところにない。要するに住民が自分の

力で、自分の手で演奏ができるということになりますので、多分日本で 1カ所ではないか
と思うのですが。 

山田委員 

小嶋さんの案についても、それから今これで進められている案についても、基本的には

人口が駅周辺でどれぐらい増えて、どういう形で、今のままの規制のままで、駅周辺の規

制がありますね。住宅はどこまで建てていいのか、マンションは何階まで、そういう規制

がどのようにかかっていて、そういうものを今のままでこの賑わいを計画しているのか。



 11

それとも規制を外して、もっとどんどんマンションとかそういうのが建つようにして、あ

そこの人口を増やした、このぐらい増えるだろうと考えて今の駅の再開発をしようとして

いるのか。その辺が僕は今回初めて出たのでわからないんですね。駅の賑わいを、賑わい

をと言いますが、基本的に北部地区の賑わいというのはインターの前にもう移っている、

既に。見たとおり。三宅さんがここにお見えですが、固定された鉄道の自由度が上がると

いうのならとにかく、その自由度が上がらないところで、あそこの駅を、駅をと言っても

一体何を考えているのかなというような感じがしてならないんですね。あそこの駅の裏側

にマンションがバッと建つんだ。以前オリンピックのときにポシャッてしまった住宅地が

増えて何倍にもなるんだという構想のもとにこの駅を何とかしようとしているのか、いや

いや違うと。今のままで何とかならないかと考えられるのか。その辺が僕にはよく見えな

いんですね。 

小嶋委員 

賑わいをどのように考えるかだと思うんです。インターの前の賑わいがあるというのは

多分商業地が入っていると思うんですね。あれが賑わいだと。僕はあまりそういう賑わい

というのは思っていなくて、住宅地は住宅地なりの賑わいの仕方があるだろうというのが

これを描いたイメージなんです。 

山田委員 
ということは、今の状況のままで、あそこにもっと賑わいが創出できないかと考えられ

ているわけですね。この絵もそうなんですよね。 

小嶋委員 はい。 

政策推進部長 

うちのほうからも説明させていただくと、昨年この基本構想を作った中で、既存の住宅

地を新たに開発するということは考えていませんということはスタートでお話しさせて

いただいたとおりで、三好ケ丘の区画整理された住宅地は本当にいい住宅地だと考えてい

ます。ですから、そこを新たにまた用途を変えてマンションを建てるとか、そういうつも

りは、既存の部分については思っておりません。 

山田委員 ということはあそこの規制を外すつもりは全くないと？ 

政策推進部長 

今のところそういうのは思っておりません。今あるこの駅が、いろいろご意見をいただ

く中では非常に使い勝手が悪い。また駅も降りたらすぐ自宅が皆さん近いものですから、

歩いて行ってしまうだけの、通過していくだけの駅になっていて寂しいと。そういうこと

もあって、せっかく駅ですので、そこで足を止めていただいて、とどまっていただいて、

駅の周りに人が集まって賑わっていくような形にしたいというのがこのスタートからの

お話でやらせていただいております。 
小嶋委員さんが先ほど絵を描いていただいた話は、そこのロータリーなどの使い勝手、

皆さんも使い勝手もいいし、集まってイベントをやってもいいしというようなところにし

ていきたいというのが基本になって今のこの計画づくりをしているというところです。 

小嶋委員 

さっき部長が言われたとおり、最終目標は、そこのエリアというのは本当にすごくいい

居住空間だと思うんです。5km にわたってリング状に遊歩道ができて、子どもが車に遭

わずに学校に行けるという地域はそうはないと思うんです。ということは、あそこのゾー

ンというのは若い世代が子どもを育てるにはとてもいいところです。そこにうまく循環さ

せるためにはやはり外から呼び込まないと駄目だろうと。入れ替わらないといけない。そ
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うすると、外から見たときのイメージがここに 1つあるわけです。ここで魅力的なものを
創造しておいて引きこんでくるというのがとても大事だと思うんです。 

政策推進部長 

そうですね。ありがとうございます。うちも同じ考えですが、子育て世代には最高の環

境の住宅地だと思っています。ただ、一番最初から話をしておりますが、でき上がって何

年とたって、高齢化もちょっとずつ進んでいる。この先一気に高齢化が進んできて空き家

が出てくるようなことも出てくる。そういうことを考えていくならば、その建物の土地を

子育て世代の方に入っていただいて、今までここにいた方も駅の近くで住んでいただけ

る。同じ 1つのコミュニティから出ることなく住んでいただけるような、そういう循環を
していきたい。三好ケ丘の住宅地の中はですね。そのためにこの駅の周辺に魅力的なイベ

ントもできるような空間、使い勝手のいい空間、そういうものを整備していかなければい

けないと考えています。 

都市建設部次長 

都市建設部次長の宇野です。山田区長がおっしゃったように、今ある規制を外してやっ

ていく部分、これは 4ページを見ていただきますと、駅の裏側に黄色い団子印のようにな
っている新規住宅地ゾーン、これは先ほどから政策推進部長が言っている、今三好ケ丘に

お住まいの方の住み替えプラスアルファの住宅ゾーンといったところと農ライフゾーン、

ここは今の規制ではできないです。具体的には三好ケ丘と同じように市街化区域に編入し

て開発していくというやり方と、民間デベロッパーという 2つの手法がありますが、いず
れにしろホワイトボードに書いたような農業振興農用地、これを外さないとやれない。そ

ういったところで今の規制を外していくという部分がこの 2つのゾーンです。 

政策推進部長 ほかにどうでしょうか。 

筑尾委員 

皆さんご存じだと思いますが、あの周りに銀行関係が全然ない。昔、郵便局があった

のですが、東海銀行が今ホームの下にある。ほかの銀行は 1個もないんです。豊信も JA
も名古屋銀行も。そういうものを駅の周りにつけないと、みんな通過してしまう。それ

をつけると、それによって今度は例えば緑地公園に遊びに行こうとなったとき、足らな

いものがあれば銀行によってお金をおろして、カリヨンハウスで何か買っていくという

人もいると思うんです。だから、銀行関係とか、緑地公園があるのだから、緑地公園も

利用されるような PRをね。知らない人がいっぱいいるんです。どこに緑地公園がある
んだと。だから、緑地公園がどこそこにありますよというようなＰＲもしなければなら

ないし、ＰＲするからには来た人が使いやすいように整備しなければならない。今は年

寄りは上まで上がれません、あの道では。そういうものをよくする。そして、銀行関係

を置けば、あそこに降りた人で使う人があれば、その人たちはそこで何か買う。カリヨ

ンハウスでもしあれば寄っていこうかとなるのですが、それがないんです、今。全部生

協に行っているわけです。あそこは行くのが大変なんです。駅を降りてから、さんさん

バスに乗って三好丘 7丁目のバス停から歩いてあそこまで行くのに。車の方はいいです
よ。僕みたいに車に乗らない者は歩くか自転車しかないんですね。こんなところは自転

車も乗れない。だから、歩いて行けないというとバスで行く。そうするとさんさんバス

の利用者がもっと増えるのではないか。僕はそう思っています。 

政策推進部長 
ありがとうございます。キャッシュコーナーがなくなったことがということですが、な

かなか今のカリヨンハウスはキャッシュコーナーという形は難しいと思うのですが、今、
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駅の 1階にあるのかな。構内しかない。 

筑尾委員 

東海銀行しかないです。ほかの銀行は全然ないんです。通勤される方は、通勤の帰りに

ちょっと必要な金が要るときにも使えないんです、ないから。不便さがあるので。浄水も

ないんですよね。黒笹もないですよね。そういう金融関係のあれは。昔、駅のホームにポ

ストがあったんですね。改札口のところに。その改札口にあったポストもなくなっている

わけです。ポストに入れる人は通勤のときに寄る人が多いんですよね。なぜポストがのけ

られたのか。それもわかりませんが、昔はあったんです。カリヨンのところに行かれたん

ですね。あそこに郵便局があったけれど、ポストだけ置いてあるわけです。あそこまで持

っていかなければいけない。前はホームの改札口の手前のところにポストがあったんで

す。それがいつの間にかなくなった。それは名鉄さんの関係が何かあったのでしょうけれ

ど。 

加納委員 名鉄さんではなくて、あれは町。 

政策推進部長 郵便局があそこに入ったときにポストが動いたんですかね。郵便局がまた動いたので。 

加納委員 市が買うとか壊せとか、何かすったもんだやっていたので郵便局が向こうへ出た。 

筑尾委員 それともう 1つ、名鉄さんに売店を作ってほしいですね。 

加納委員 名鉄さん、売店を作って。そうしたら違いますよ。 

小嶋委員 
あのときはあれじゃないですか。カリヨンを潰すつもりでいたんでしょう？ だけどカ

リヨンを残してくれたことはものすごくいいことだと思いますよ。 

政策推進部長 
カリヨンハウスにつきましては、元の持ち主さんの URさんが売却すると。うちのほう
も売却していくというお話が、致し方ないと。駅前の一等地ですものね。 

小嶋委員 
あれでマンションなんか建てられたら、こんな話なんか出てきませんよ。このアイデア

なんか。 

政策推進部長 

そうですね。たまたまURさんが民間売買の直前のときに、もし市だったらどうします
かと。誰も入っていないようにして、すぐ売れるようにしましたのでどうでしょうという

お話を持ってきていただいたときに、そういうお話を議会のほうにさせていただき、また

地域の区長さん、三好丘の区長さん連名であれを残してほしいと。あのカリヨン、特にあ

れは三好丘のシンボルであって、それを目指して皆さんここの土地を買われたということ

であるから残してほしいという要望書をいただいたものですから、市としても買っていこ

うということで買ってきた。買ったときに、それではこれをどういう形で使おうかという

ことも三好丘の方、周辺の方に入っていただいて利用をこうしたいああしたいというご要

望をいただいて、その中で協議して決めた内容で現在のカリヨンハウスがある。 
ただ、先ほど来出ているとおり、なかなかカリヨンに寄っていただけないという状況が

あるものですから、できればカリヨンハウスもしっかりと、駅のロータリー等を改修する

ときに使い勝手のよい、皆さんが集まっていただけるようなものにしていきたいと考えて
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おります。 
先ほどの郵便局の話は 1回確認しないとわからないですが。 

三宅委員 

東海学園大学が、加藤先生がいますが、学生はそこに 2000人ぐらいいるわけですよね。
バスで駅まで、歩けばいいのですが、バスですが、この意見というのは学生の意見が反映

されていないですよね。ですから、若い人たちがどうすれば、自分たちだったらこういう

ような仕組みになっているとバスを降りるとか、歩いていってちょっとまちで遊んでいこ

うかという、そういうような意見でもあればいいのかなと思うのですが。 

政策推進部長 

ありがとうございます。なかなか学生さんをそこに引きとめてというのは今の状況では

難しいのかもしれませんが、先ほど絵で描いていただいたとおり、カリヨンの前にちょっ

とした広場を作って、停車場線も片側 2 車線あるあそこだけの区間を歩道を広げるよう
な形で、特にカリヨンから真っ直ぐ広く広げるような形でやっていただければ学生さんが

歩いていただけるのかなと。歩いていただいて、これだけのスペースがあるなら何かイベ

ントを学生が打つとか、地域と一緒に打ちたいなとか。先ほどの写真の事例紹介でもあり

ましたが、路上でマルシェだとかありますよね。軽トラ市みたいなものとか、7ページ、
8ページに掲げさせていただいていますが、そういうスペースも当然ハード的な話ですの
で行政のほうで整理して、そのスペースを使って、学生さん、地域の方皆さんでここを有

効に使っていただいて駅を盛り上げていただく。そういう形を取りたいなということは思

っています。特にソフト事業の部分で学生さんには、ハードにも本当は学生さんに入って

いただいて意見をお聞きするのもいいと思いますが、まずは地域の方にご意見をいただい

てそういうハード的な整備をして、そこの利用を学生に提案していただけるといいのでは

ないかと思っていますので、ぜひとも提案をいただけると。 

加藤委員 

加藤でございます。バスは実際、皆さんわかるとおり、この秋から朝と夜だけで、昼間

はバスは走っていません。止めました。国土交通省のほうでバス料金が 5割増しになりま
して、とてもできないということで、朝だけは走らせますが、歩けよということで大学は

歩かせる方向にシフトしています。 
私もいつも歩かせたいのですが、ここは豊田署さんの所管なのかもわからないですが、

降りると改札を出て真っ直ぐ階段がありますよね。真っ直ぐ階段があって右側に駐輪場が

あって、真っ直ぐ来ますと、そこに彫刻の石が置いてあると思うのですが、あれを、ない

はずなのに渡ってしまうわけですね。つまり道路を横断歩道ではなくて、渡って、住宅地

に入って真っ直ぐ行って、突き当たったところがご存じのとおりモスバーガーのところに

出てくるわけです。実はこれがメイン道路になっています。その動きを止めない限りなか

なかこちらに来ない。お店があるならこっちに来るんですね。恐らく住宅地からも批判が

出ていると思うので。 
何が言いたいかというと、電車から改札を出てきました。真っ直ぐ目の前に階段がある

から、真っ直ぐ降りてしまうんですね。あれはたしかデッキがありますよね。デッキ側の

ほうで階段、これは問題があるのでしょうけれど、カリヨンのほうに降り口を作ればカリ

ヨンに降りざるを得ないわけです。正面に行けなければ。降りるとカリヨンが目に入りま

すから、カリヨンを回っていくことになっていくんです、心理的に。だからちょっとした

人間の心理で、最短、最短で動いていくので。ですから、現実には駅の真ん前に降りてき

て、改札を降りて、駐輪場、タクシー乗り場のところを迂回して信号で渡っていくという
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のが本来の流れですよね。だけど現実には多くの学生が直線コースで住宅地に入っていっ

てしまう。その流れを変えるには、まず 1つ言えることは、うちのバスの問題よりは、む
しろ学生の行動パターンを考えると、デッキのところの階段の取り付けを変える。そうす

ると目の前にカリヨンが見える。カリヨン経由で回るということで、あそこに広場ができ

れば恐らく学生はこちらのコースを通るだろうということで、何かその辺を、道路交通法

違反だから通ってはいけないことになっていると言うのですが、住民の方も渡っている関

係があって、あそこは恐らく遮蔽できないだろうなといつも思っているのですが。そうす

るとさっきのデッキのほうの、あの図で行きますとちょうど正面の、わかりますよね。デ

ッキを並べて降ろすというのはいろいろ問題があるのでしょうけれど、人間の心理を考え

れば動き方も変わるかなと。そうなってきて前を通ってくると、サーティワンとかドトー

ルコーヒーみたいなのがあると、またはちょっとした軽食が買えると、上も使い、下も使

うことになってくるかなということで、今現在、学生自身が最短で住宅地を通っていくこ

とばかり考えていますので、何とか止めなければ駄目だなと。 
今言った農地の関係で、大学に向かっていく左側は農地ですので売店が何もありませ

ん。夜帰るときはちょっと暗くて怖いということもあるので、できれば僕なんかに言わせ

ると、あれをもうちょっと、言い方は悪いですが、道幅を広げていただいて、あそこに花

壇をやって、できればそれを地元小学校とかうちの大学を交えてもいいのですけれど、年

に 1 回花壇大会をやると、そこでみんなで交代で花を見なければいけなくなってくるこ
とで、学生が道路のところで何かやらざるを得ないといいますか、やる仕掛けを作るとね。

今の幅だとできません。フェンスがあってドンと落ちてしまいますから。あれがもうちょ

っとフェンスの向こう側のところに花壇できれいに植栽ができると見栄えもいいし、駅を

降りたときにそういうものがあると違ってくるだろうなと。 
東海学園大学としては協力を惜しまないというのがスタンスですので、言っていただけ

れば何とかしますというか、僕のできる範囲で、協力させていただきます。以上です。 

政策推進部長 

ありがとうございます。三宅先生のお話からその分を触れさせていただいたのですが、

ぜひともやはりそういう部分のハード的なところを行政はやってまいりますので、学生さ

んもしっかり利用していただいて、逆にイベント等にもより一層関わっていただけるとあ

りがたいなと。 
カリヨンハウスへの学生さんの歩きというんですかね。利用者としてはすごい数の話で

すので、そこの誘導について、12 ページの一般車両を駅側にして、公共交通をカリヨン
側にして、ただし公共交通はペデストリアンデッキ、2階の通路も含めたような形で考え
ていきたいと考えています。1階への階段というのはキスアンドライドで入った方が使わ
れる。利用者の多い方は特に三好ケ丘のところに住んでみえる方が多いわけですから、そ

ういう方はきっと 2階の出入りが多いと思うんです。ペデを使って、そこから公共交通の
あるカリヨンハウス側へ誘導するというようなことは、ここが一番行政としては短期的に

整備していかなければいけない部分かなと思っていますので、その中で 1 回検討してい
きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

遠藤委員 
質問なのですが、お話の流れで、3ページの世代循環を促す生活空間の形成というとこ

ろで、今うちは 50代の夫婦です。そうすると、将来的には今住んでいるところを若い世
代に貸すなりして、今の既存の住宅の住環境を活かしていくということですね。そうする
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と私たちはどこに行くのかというと、新規住宅ゾーンに行くわけですか。それを選択して

くださいということですか。 

政策推進部長 

選択といいますか、そういう受け皿も必要だろうということで、先ほど都市建設部次長

も言ったとおり、ここも当然規制だとかそういうものを外さなければいけないとかありま

すし、当然色塗り、要は市街化に入れるのか、民間開発でやるかというのもありますが、

そういうものをそこへできる限り引っ張っていきたいというか、そういうのでやっていた

だけるのなら認めていきましょうという位置づけに今しておりますので。 

遠藤委員 すごくいいと思うんですよ。 

政策推進部長 ここに住めという意味ではなくて。 

遠藤委員 

ただ、この循環構造を見ると、終の棲家と思って今住んでいますが、やっぱり高齢化し

てくるといろいろな部分で不自由も出てくるので、新しい新規住宅ゾーンが高齢者として

バリアフリーとか、ノーマライゼーションの理念で住みやすいまちにしてくださったら移

っていこうかなという考えも主人と相談して移住も考えられると思うんです。でも、それ

が高齢者だけを集めるとか、そういうふうだとまた違うまちづくりになるのかなと思いま

すが、でも今既存のところから住み替えと言われたら、求めるものは、そういうバリアフ

リーとかノーマライゼーションの反映されているところでしたら移りたいと思います。で

も、今の終の棲家も生涯すごい大金をはたいての買い物のお家なので、そんな簡単にまた

住み替えというのは可能なのかというところもあって。とてもいいことだと思うんです

よ。既存の住宅地の世代循環というのはすごくいいと思うのですが、それを一般庶民の

我々が果たして選択できるのか。選択するのだったら本当にそういうことを考えてくださ

る施設だったら行けるのかなというところまで考えていただきたいと思いました。 

政策推進部長 

新しい住宅地を開発するときにはいろいろなことを検討しながら、皆さんが住みやすい

ような形ですよね。それに買い替えで行かれる。先ほどうちがちょっと提案させていただ

いたのは、そういう方も当然みえるでしょうし、終の棲家として今の住宅、住宅地を守っ

ていかれる方もみえるでしょうし、高齢化して 1人になったから施設に入るだとか、そう
いうところへ行こうか、ただ費用もかかるから今の財産をしっかり利用して新しい世代の

方に貸すだとか、そういうようないろいろな選択肢ができるような形にはしたいなと思っ

ております。そういうふうにうちのほうは今考えています。 

高橋委員 
関連して。今先行事例とか成功事例というのはあるのですか。今お話になっているよう

な課題について。 

都市建設部次長 

住み替えですか。かなり地方都市で出ています。例えば空き家情報というのも行政から

発信して、それをごらんになった若い世代の方が行政に問い合わせがあって、行政と不動

産関係で協定を持って、そこで中古住宅の審査をしたり、やっているところがかなり増え

てきているみたいです。 

政策推進部長 

三好ケ丘の開発はURですが、URさんも三好ケ丘よりも前に開発したニュータウンみ
たいなところで当然高齢化の問題が出ていて、そういうために URさん自体も住み替え施
策といいますか、貸して、その家賃で違うところに住んでいるとか、もっと小さいところ

に住んでいるとか、そういう施策を各地域でやられています。そういうことも検討しなが
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らということで、三好ケ丘もそれに備えてそういうことができるようなことは考えていか

なければいけないのかなと思っております。 

小川委員 

先ほどの加藤先生がご提案されたカリヨンハウスのほうに学生を誘導するというのも

もちろんすごく素晴らしい案だと思うのですが、左側の農地、信号を渡って、トーヨーホ

ームを過ぎていくと崖地になっていますね。その先に、モスバーガーのちょっと南側なの

ですが、あそこは信号がないんです。なので学生たちはあそこを、私もこの間徒歩でまち

を歩いてみたのですが、モスバーガーから南下してくる車がすごく多くて、渡りたくても

渡れないんですね。横断歩道の表示はあるのですが。 

加藤委員 
大学側としてはあそこには歩道を設けてほしいと豊田署さんにお話をしたところ、つけ

ませんというのが正式な回答で。 

小川委員 ですので、たまたま今豊田警察署さんも来ているので。 

加藤委員 

理由は単純なんです。聞いたことがありまして、大人ですからどうぞ渡ってくださいな

んです。なぜ歩道としないのは、通学路として困るんだそうです。通学路としてあそこを

小中学生を渡したくないんです。なのでわざと前のところに、道路を渡って、なおかつモ

スバーガーに渡るという構造になっていますよね、あの部分は。大学生とか大人というの

は当然判断ができるだろうからということで、あそこにもし横断歩道をしてしまうと小学

生はあそこを渡るけれど、あそこはすごく危ないですね。車が左折なり右折するときに危

ないので、あそこには歩道は作らないというのが学校が聞いた回答だと聞いています。私

も当然学生が渡るので、今回のように歩かせることを考えれば考えてもらいたい部分かな

と思うのですが。直線コースで降りてきますので。 
そうすると、さっき言ったとおり、何もないところを夕方歩くのはちょっと怖いじゃな

いですか。そうすると、人間性の問題だと思うのですが、花壇があると心が休まるので、

ある面では見て歩くということになると、ちょっと道幅を。ですから、道路まで入るかど

うかは別にして、農地側のほうに植栽を設けるような形ができると、それはそれでいいの

かなと。その植栽をできれば町内会の住民の方とか大学とか小中学生がそこを管理するよ

うなことで、年に 1回花壇大会みたいな形で競争させると意外にあそこの部分に、意識し
なくちゃ駄目じゃないですか。毎日見なければいけないので、当番ではないですが。学生

があそこに動くことで何か意識が少しは変わるかなと思っております。 

小川委員 
あそこの道路は歩行者にとって利用勝手の悪い構造になっていますよね。なので学生た

ちは多分モスバーガー側を通っていかれるのか。もちろんその前にココストアとかメガネ

ショップもあるので、多分あちらを通っていっちゃうのかなという気がするんです。 

加藤委員 

私たちの学校側にも問題があるのかもわからないですが、学生があそこを、モスバーガ

ーのところの道路側を通ってくれればいいのですが、住宅地を通ってしまうんですね。あ

れを何とか防げないかなというのが私の願いで、住民にとりましても学生の声はうるさい

だろうし、賑わいはいいのかもわかりませんが。 
通すには、今言ったとおり、出口から真っ直ぐ下りてきて最短で学校に行きたいんです

ね、学生の心理というのは。そうするとやはりあそこのデッキのところに逆に持ってこな

いと。駐輪場のほうに行ってしまうとそこから左に曲がって信号機で渡るよりは、信号機

がないところをポンと渡ったほうが早いという動きになってきて、ちょっとその辺が。で
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すから、私はあそこのところを渡らせないようにしようかというふうになると、住民の方

も渡る方がいるみたいなので、学生だけ渡るなというわけにはいかなくなってしまうので

難しいです。 

政策推進部長 

今回考えているのは、駅のロータリーを変えていきたいという中で、当然今あそこの前

のロータリーに入っていく信号もすごく変則なんですね。ですから、あの辺も実際に学生

さんを見ていると、信号を斜めにというのもありますので、やはりあの道路も含めてロー

タリーの入り口等の改修は必要だろうなと思っています。 
それから、モスバーガーの前の交差点、南側だけがたしか横断歩道がないんですよね。

あれは先ほど申しました上郷知立も用地もできて、盛土も終わって、工事はいつごろでき

るのか。 

都市建設部次長 29年度以降、28年度以降ですね。 

加納委員 上にできるんですか。 

都市建設部次長 
山の中を切り開いて、インターに行くバイパス線が今年の 3 月ぐらいにオープンした
のですが、そこから三好ケ丘方面にわたってまだ計画がございます。土地は買えておりま

して、バイパス線の残土で盛ったところもありまして。 

小川委員 何かあのままになっていますね。盛土部分。 

都市建設部次長 

そこを愛知県のほうがバイパス線と継続的に三好ケ丘方面に向かって整備していくと

いう事業がありますので。予算の関係上、まだ具体的に何年度からというようなお話はで

きませんが、道路改良を進めていくと。 
その道路改良の中で、モスバーガーの部分の交差点改良もしっかり行われると認識して

おりますので、そこで歩道部分は解消されるかなと思います。 

政策推進部長 ほかにどうでしょうか。 

西村委員 

先ほどの遠藤さんから意見を述べられたことで、たとえそういうのを作ったと仮定して

も、年寄りは 80を超えますと動ける範囲がものすごく狭くなってしまうんですね。あと、
食料とか、日用品とか、そういうのを確保するということが非常に困難になってくるんで

す。近くに若干は歩ける人であれば、黒笹駅でもこちらでも来れるのですが、本当に足の

悪い人になると少々の荷物を持って 1kmも歩くなんてとてもじゃないです。テレビの報
道番組とかいろいろ番組を見ていますと、これはきついです。自分もあと 20年するとそ
うなってしまいますので、その辺はどのようなお考えを持っているかということです。 

政策推進部長 

今この計画の中では駅周辺ということで 500m 範囲を一応考えております。それは歩

いて通常の生活ができる範囲なんだろう。本来駅というのは 1km範囲を徒歩圏と言いま
すが、1km 範囲だったら十分歩いていける範囲なんだよというふうに言うのですが、こ

の計画では 1kmという絵もやっておりますが、できれば 500mの範囲ぐらいの中にそう
いうのができていかないかなと。それがすべて入るのではなくて、その端が入るというこ

とになるかもしれませんが、そういう形で、高齢者の方が本当に車も乗らなくなってとい

う方も駅を使っていただきやすい位置にあるような形にはしたい。確かに移動が困難には



 19

なるのですが、それで閉じこもると高齢者が元気ではないという形になっていってしまい

ますので、高齢者も駅を使っていろいろなところに行けるというようなことはしていきた

いなと考えています。今後の開発とかそういうところの計画の中で、どこまでうたい込め

るか、どこまでやっていけるかというのはありますが、その辺は中期構想ぐらいで何とか

やれるのかなと今考えています。 

西村委員 
どちらにしても動ける範囲でないと全くできないと思っています。駅集中的という形で

そういうふうに持ってくればかなりできると思います。 

遠藤委員 

ちょっと補足させていただいて。ご心配の件だと思うのですが、ここにもターゲットは

高齢者、ファミリー層とあると思うので、活気のあるファミリー層や子育て世代がいれば

いいという問題ではなくて、年を取った我々も、私もあと 10 年、20 年、30 年住みたい
と思っているまちなので、でもお年寄りがそうやっていきいきと楽しく住めるまちという

のは若い世代にとっても、自分たちもそこで年を取っていけるんだという安心感もあると

思うので、今言われたことはすごく大事なことなので、徒歩圏とか駅周辺ももちろん大事

なことですが、今住んでいる我々が確実にここに生きていてという構想をもう少し考えて

いただかないとどうなのかなと思いました。 

西村委員 

今は宅配とかそういうのがずいぶん発達しました。インターネットのエンターキーを押

せば来るというレベルになってきましたが、やはりパソコンを使えなくても、ファックス

とか電話等いろいろな手段がありますが、そういうのも利用していただくのですが、やは

り高齢者になると所在安否ですね。所在というのか、しばらく顔を見ていないねというよ

うなことのないように、その辺も考えてほしいと思います。 

政策推進部長 

駅周辺に限った話ではなくて、全体の話として、当然終の棲家としてあの周辺を買われ

た方というのはたくさん見えるわけですので、そういう方が安心して暮らせるまちという

のも当然大切な話ですので、今後、今の駅周辺とは離れる部分で、うちの部局とも違うと

ころで福祉関係等をやっていますので、またそういうご要望は伝えてまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 
いろいろご意見があるようですが、予定していた時間になりました。あとお一人ぐらい

と思うのですが、よろしいでしょうか。 
たくさんいろいろなご意見をいただきましてありがとうございます。この後、またこの

内容を詰めていくに当たって本日いただいたご意見を参考に次のステップに移っていき

たいと思います。本日はどうもありがとうございました。 
事務局にお返しいたします。 

 

事務局（課長） 

長時間にわたりまして貴重なご意見をありがとうございました。次回の会議につきまし

ては日程が決まり次第ご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。 
なお、傍聴の方にご連絡させていただきます。今日お配りさせていただきました資料に

つきましては椅子の上に置いてお帰りいただきたいと思います。 
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閉会させていただきま

す。どうもありがとうございました。 
 


