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会  議  録 

会議名 第4回 三好ケ丘駅周辺魅力づくり会議 会議録 

日  時 平成28年 2月 1日（月） 午後1時 30分から午後 3時 00分まで 

場  所 市役所 3階 研修室4・5 

出席者 

（敬称略） 

鈴木悟志、加納宗春、内田銑造、小嶋忠光、山田隆夫、筑尾彰二、小川公夫、 

岸貴志、加藤實、高橋真、古瀬英司、三宅章介、鰐部兼道 

（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（企画政

策課長） 

失礼いたします。定刻より若干早いですが、皆さんお揃いですので、始めさせていただ

きたいと思います。本日は公私ともどもお忙しい中を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。ただいまより第 4回となります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、懇談会の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。ご承知おき

のほど、よろしくお願いいたします。なお、傍聴者の方におきましては受付時にお渡しし

ました注意事項をお守りいただきましてよろしくお願いいたします。 
なお、お手元の会場図を示させていただきましたが、ひばりヶ丘の区長様のお名前が私

どもの手違いで内田様のお名前と違うものが記載されております。訂正させていただき、

またお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。 
それでは、政策推進部長の藤根よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。 

政策推進部長 

皆さん、こんにちは。政策推進部長の藤根です。本日は本当に大変お忙しい中、第 4
回の三好ケ丘駅周辺の魅力づくり会議にご出席いただきましてまことにありがとうござ

います。 
本会議は、先ほど課長からも申し上げましたとおり、懇談会形式で、広くご意見を伺う

という形で進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 
前回の会議では駅周辺の魅力づくりの方針について皆様よりご意見をいただいたとこ

ろでございます。本日は、前回の会議に引き続いて魅力づくりの方針についてご意見をい
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ただければと思っております。皆様には積極的なご発言をよろしくお願いいたします。 
本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局（企画政

策課長） 
それでは、さっそくではございますが、政策推進部長の進行によりましてただいまより

会議を始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） 

政策推進部長 
それでは、三好ケ丘駅周辺魅力づくり方針ということで資料が配布してあると思いま

す。こちらのほうをまず事務局から説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

企画政策課 
副主幹 

企画政策課の竹内と申します。座ったままで説明させていただきたいと思います。失礼

します。 
それでは、お手元の資料、事前にお配りしてございます駅周辺魅力づくり方針、第 4
回三好ケ丘駅周辺魅力づくり会議資料、こちらの資料に従いまして説明をさせていただき

ます。 
平成 26年度、27年度の 2年間かけて、駅周辺地区魅力づくり計画を策定するに当たり

まして、この会議を通して皆様から広くご意見を伺いながら計画策定を進めて参りまし

た。前回、10 月の第 3 回会議におきましてお示ししましたこちらの三好ケ丘駅周辺地区
魅力づくり計画案につきまして皆様からご意見を伺いました。今回は、前回の資料から変

更、追加させていただいた部分がございます。そちらのほうを中心に説明を進めさせてい

ただきます。 
それでは、資料をおめくりいただきまして、1ページから 8ページまでは前回の資料か
ら変わったところは特にございません。 
資料の 9ページをごらんいただけますでしょうか。こちらには農ライフゾーンの機能と

配置案について掲載してございます。農ライフゾーンは多世代の地域住民が活動できる拠

点として、販売、飲食、加工、情報発信の拠点施設や市民農園、体験農園などが集積する

三好ケ丘駅南西部の農業振興地域における拠点地域、拠点施設として地域の賑わいや高齢

者の生きがいづくりの創出の場としてまいりたいと考えております。 
9ページの中央の図はこの農ライフゾーンの配置イメージ図でございます。南のほうか
ら、市民農園、体験農園、親水公園、拠点施設、駐車場を配置するイメージになっており

ます。また、農ライフゾーンの北側部分に赤い点線で囲った部分、交流空間軸としまして

市道の三好ケ丘駅前線の歩道をイベント活用できるオープンスペースとして整備してま

いりたいということも考えております。 
9ページの下の部分には、農ライフゾーンに期待できる多様な過ごし方について記載を
してございます。高齢者の生きがいづくりの創出をはじめとして、ファミリー層、また来

訪者にも楽しんでもらえるような拠点としての期待ができるというふうに考えておりま

す。 
資料をおめくりいただきまして、10ページをごらんください。10ページには駅周辺地
域における農ライフゾーンの都市的な面から見た世代間交流のイメージを図示したもの

を掲載してございます。将来的に農ライフゾーンが多世代交流の拠点施設になっていくこ

とを期待しております。 
10 ページの右側には、参考としまして、千葉県柏市の長寿社会のまちづくりの事例を
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掲載してございます。 
続いて 11ページからは、駅前広場を利用しやすく、訪れやすい交通結節点へ整備して

いくことについての記載がございます。11 ページにつきましては前回の資料から変わっ
た部分はございません。前回の会議の中で、駅前広場の整備については地元行政区さんか

らのご提案もいただきました。またそのイメージ図もお示しさせていただきましたが、市

が提案させていただいています案とほぼ方向性としては同じだったと思います。したがい

まして、前回お示しした内容から市のほうの案はほとんど変更はしておりません。 
15 ページのところに新しく加えさせていただいた資料をつけさせていただいておりま

す。15 ページは駐輪場の配置についてです。現在、三好ケ丘駅の周辺に駐輪場がござい
ますが、その駐輪場、駅を降りてすぐの部分、高架下西側駐輪場を整理したらどうだろう

というような考えから、移設した場合と、また残した場合の駅利用者の動線から見た比較

検討をしたものをこの 15ページに載せさせていただきました。Ａのほうの図につきまし
ては、撤去、移設した場合、Ｂは残した場合の分析です。現在、三好ケ丘駅前にあります

駐輪場は主に 3 カ所です。15 ページのＢのほうの図にありますように、赤い四角で囲わ
れているところ、駐輪場が 3カ所あると思います。カリヨンハウス南側屋上部設置駐輪場
と、駅の高架下、東側駐輪場と、もう 1カ所、高架下の西側の駐輪場、3カ所ございます。
この駅高架下西側駐輪場、Ａの図のところをごらんいただきたいと思います。西側の駐輪

場の部分が白くなっていますが、これを移設しまして、高架の東側の駐輪場と統合するよ

うな形で整理をした場合の動線予測をＡの図に載せてございます。Ｂのほうは現在ある位

置で整理し直した場合の動線、この比較が載せてあります。分析については図の左上にあ

ります四角の中に書いてございますが、結論から行きますと、利用者の動線を考えるとロ

スなくスムーズに利用できる点などの面から、Ｂ図のように、今の場所に残した形で整備

することが望ましいということを考えております。 
資料をめくっていただきまして 16ページをごらんください。16ページには駅と駅周辺
の主な歩行者の動線について記載がございます。駅からカリヨンハウス前の公共交通の乗

り場として整備していきたいゾーンがございますが、そのゾーンを通りまして、そこから

市道三好ケ丘駅前線の歩道部分の交流空間軸として整備していきたいというふうに考え

ている部分、農ライフゾーンに続く部分ですが、そちらのほうへ連続的に結ぶ動線を確保

できるような整理を将来図っていきたいと考えております。そのイメージ図でございま

す。 
17 ページには今の駅前広場周辺の現況写真を参考資料として掲載してございます。参

考にごらんいただけたらと思います。 
最後、資料の一番後ろ、18ページをごらんください。18ページには県道豊田知立線と
市道三好ケ丘線を接続した場合の交通量の変化、これについて検討しました資料を掲載し

てございます。現在が 18ページの左側の青色の線で示してある図がございますが、これ
が今の現況の交通量を示した図でございます。この図の中に縦で長い青い線が引いてある

道路が 2カ所ごらんいただけるかと思います。左側が、西側、真ん中あたりに県道豊田知
立線と書いてあるのがわかると思います。右側の青い長い線の道路、こちらが市道三好ケ

丘線でございます。確認いただけますでしょうか。この県道豊田知立線と市道三好ケ丘線

を駅の北側部分で接続したら交通量はどのように変わるだろうかというところを推計し



 4

た図でございます。真ん中部分の赤い線で書いてあるのが接続した場合の交通量を推計し

た図でございます。右側の図面は、その接続した場合の三好ケ丘駅周辺部分を拡大した図

でございます。この左側の図面の三好ケ丘駅という位置がおわかりいただけるかと思いま

す。白い文字で書いてあります三好ケ丘駅。この北側の部分、赤色の破線になっている箇

所、こちらのところで県道豊田知立線と市道三好ケ丘線を接続するという計画を考えてお

ります。これはあくまで予定といいますか、接続をすることも考えられるということで今

回ご案内をしているものでございます。ご了解をいただきたいと思います。 
もしここ接続した場合、交通量にどのような変化が出るかというのは、この推計の交通

量につきましては図に示してございますが、接続した場合のメリット、デメリットについ

てまとめたものを 18ページの右下部分、破線の四角い線で囲ってあります。こちらに接
続した場合のメリットとデメリットについてまとめたものを記載してございます。 
接続した場合のメリットにつきましては、現在、左側の図面の中でありました交通量の

図の上のほうに地点Ｃ三好ケ丘駅北交差点と黒い四角で囲ってある中で白文字で書いて

ある部分があると思います。そこの三好ケ丘北交差点というのは赤丸で示してございます

が、現在、この地点Ｃの部分から線路の高架沿いに三好ケ丘駅のほうに抜け道として通過

してくる車両が日に 2600台ほどございます。この抜け道利用が接続した場合、なくなる
であろうということが 1つ考えられます。安全面では向上するということで、それをメリ
ットとして 1点目に上げてあります。 

18 ページの接続した場合のメリットの 1 つ目にそのことが書いてあるわけですが、2
つ目の黒ポチのところに書いてございますのが、もう 1点、三好ケ丘駅前の通過交通量の
増加に伴って駅前の活性化につなげることができるのではないか。つまり活性化につなが

るのではないかというのが 2点目のメリットでございます。 
しかし、このメリットにつきましては裏腹な部分がございまして、メリットである一方

で、デメリットになる可能性もあるのではないかということが考えられます。18 ページ
の右下の破線の四角、下側のほうですが、接続した場合のデメリットについてまとめた部

分がございます。その 1点目に、三好ケ丘駅前広場入口交差点の交通量が増加してしまう。
大型車両も増加してしまう。この部分に関しましてはデメリットになってしまう可能性も

あるということが考えられます。 
デメリットの 2点目としましては、市道三好ケ丘線のほうに車の流入量が増える場合、

三好ケ丘線の先に続いている緑丘小学校の交差点からさらに南に向かう道路が県道の三

好ケ丘駒場線、緑丘小学校のところからさらに南側へ抜けてくる大型車両も含めた交通量

が増加するということが考えられます。そうしますと通学路の安全性が低下するおそれも

あるという、そういうことがデメリットの 2点目として考えられます。 
駅周辺の道路整備を進める中で、現在、県道豊田知立線につきましては改修つけ替え工

事が進んでおるところです。三好ケ丘駅周辺の道路整備に関しまして、このメリット、デ

メリット等ありますが、県道の改修状況も含めまして、周辺道路の交通量の変化等を今後

見ていきながら検討してまいりたいと考えております。 
以上、今回の資料の説明とさせていただきます。 

政策推進部長 
今、前回から変わった点を中心に事務局より説明させていただきました。今の説明のと

ころで何かご不明な点、確認しておきたい点等がありましたらご意見をいただきたいと思
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います。 

岸委員 

15ページの駐輪場ですが、A案、B案とありますが、Aではなくて Bにするというこ
とだと思いますが、西も東も当社の土地をみよし市さんにお貸ししているという状況でご

ざいまして、駐輪台数に不足があるということで拡張をされるということなのですが、具

体的に拡張されるイメージがもしありましたらお伺いしたいと思います。 

政策推進部長 

直接今この辺にというイメージはないのですが、前回も含めてずっとお話しさせていた

だいている駅のロータリー部分というのは改修していかないと、今ごちゃごちゃになって

いるような状況がございますので、この計画をといいますか、ここを実際に整備していく

段階で明確に出していきたいということを今考えています。 

岸委員 
では、今 3カ所のところをどこか増やすというわけではなくて、また別のところにとい

う可能性もあるのですか。 

政策推進部長 
そうですね。このロータリーも含めたということで、できれば名鉄さんの敷地を今お借

りしているわけですが、この辺がもっと充実してくればまたほかに作らずに済むわけです

が、なかなか今もう目一杯であるということは理解しております。 

岸委員 駅前の広場の開発と合わせてのタイミングで増やされるということですか。 

政策推進部長 その対策をしていかなければいけないと認識しております。 

岸委員 ありがとうございます。 

鰐部委員 
駅前の広場の周辺にそういうスペースがあるわけですか。ほとんど空き地というような

ものがないんですね。 

政策推進部長 駅周辺でということですか。 

鰐部委員 
そうです。ロータリーのほうがあるけれど、ロータリーのところはそんなのに使えると

ころじゃないですから。要するに商業として何かを建てたくても、駅周辺に建てられるよ

うなスペースがあるのかどうか。 

政策推進部長 

一番大きい空地というのは実は名鉄さんが持たれている駐車場になっているところ、あ

れから三好ケ丘緑地に向かってずっと奥まで名鉄さんが持たれていて、近隣商業区域内の

土地なものですから、可能性がある土地はそこが一番大きい。ただ、先ほど県道と三好ケ

丘線をつないだ場合、どうなんだということで、交通量が増える可能性があるということ

は今推計を出させていただいたのですが、ここにある程度の交通量が見込めれば、この沿

線でも十分商業というのもしていただけるようなメリットが出てくるのかなという思い

はあります。ただ反対に、デメリットとして交通量が増えることと、住宅地なものですか

ら、用途の問題もありますので。 

鰐部委員 

今見ている感じとしては、商業地で使うような場所というのはほとんど見当たらないと

いうのが現状じゃないかなと思うわけですが。 
それともう 1つは、最後の大きなのがありますが、きれいな田んぼの絵が描いてありま
すが、ここは種目としては農地ですか、それとも商業、市街化区域ですか。 
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政策推進部長 ここは農振地区です。 

鰐部委員 それでは全然開発も何もできないところですね。 

政策推進部長 

今の法律上は駄目ですが、今回提案させていただいているのは、三好ケ丘の駅に近いと

ころは将来的に法的なクリアの問題はありますけれども、できればここを農ライフゾーン

という形でやっていきたいというのを提案させていただいています。これがすぐ短期でで

きるとか、そういうものではないものですから、長期的な考え方の中で思っているのです

が。 

鰐部委員 

遠い将来ですね。農振地域であれば全然開発も何もできないという。この周辺で商売を

やって、何か建てようかなと思っても、全然スペースがないような感じがするのですが。

本当なら駅の前だったら、降りてきたら一杯やるような場所があるとか、何とか横丁があ

るとか、どこに行っても大体そういうのが駅前にありますね。ラーメン横丁があるとか、

何とか横丁があるのですが、そういうものもつくれるような場所がない。みんな降りて、

駅の前は通過してしまって、私はカリヨンハウスを見に行きましたが、下のところは 1
時間いても人が何人通ったかなと思うぐらいしか通らないような状況でありました。朝の

ラッシュの通勤に行く人が早々に早足で駅に走っていく。それから帰りの時間は車で奥さ

んなどが誰かを迎えに来る。これが終わると何もないような状況で、あそこでは人がとど

まるような状況の場所が 1カ所もない。カリヨンハウスで一杯飲めるようにしてもらえば
一番いいかもしれないですが、そういうところがない。全然魅力のない駅前ですね。誰も

あそこにはとどまらないと思います。もうちょっと商業地域ができるようなスペースを考

えていただければ、商工会で何かあの辺に、居酒屋をつくるかということもできるけれど、

今だと場所が全然ありません。 

政策推進部長 商工会としてはそういうつもりはあるということですね。場所さえあれば。 

鰐部委員 はい。 

鰐部委員 
それと、ここら辺の農振地域を早く市街化にするとか、そのぐらい大胆に推進部長さん、

考えていただければ、また新しいあれが出てくるのではないかなと思います。 

三宅委員 

僕の立場から言いづらいことなのですが、僕は今から 30年前にこちらに来たときに、
米野木のところは何もなかったんですよね。それで、名鉄の駅ができて。ところが時間が

たってみると、あの道路が 1本できたために、両方に商店街ができて、歩道に全部ブロッ
クを入れて散歩できるようになっているんですよ。僕はすぐそこでジョギングしたりして

ね。ところが我が三好ケ丘を見ると、こちらは南のほうに行くと片一方は崖でしょう。片

一方だけしか商店街ができない。農ライフゾーンのところ、一番いいところに規制がかか

ってしまって身動きが取れないわけです。本来ならばあの道のところは両方に商店ができ

て、あそこで、さあ一杯飲もうといっても、大吉しかないから。食べるものが何もなくて。

使いますけれどね。だからやっぱり何とか僕も、立場上、どう言っていいかわからないん

だけれども、何とかしないと、駅の一番いいところが何もないんですよね。僕は大賛成な

んです。どうなんですか、部長。 
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政策推進部長 

そうですね。うちとしても何とかしたいなと。まずは今回提案させていただいていると

いうのは、中長期の部分で農ライフゾーンもやらせていただきたいということを入れてい

ますし。ただ、駅前にある片側 2車線の道路も、すべて接続しているのが片側 1車の道路
なものですから、せっかくあれだけの広い道路があるのなら、歩道部分をもっと広く使っ

て、交流ゾーンみたいな形で今回、これは前回のときにしっかり説明させていただいたの

ですが、そこで路上のマルシェだとか、今よくみよしでもやっているのですが、軽トラ市

みたいなことをやって交流できるようなことをやっていきたいなと思っています。ただ、

今あの直壁のところにすぐ店というのはなかなかできないと思うんです。ですから、その

道路が小さくできて、その道路を、道路敷なのでなかなかまたこれも規制が難しいところ

があると思うのですが、その分が取れて、今の片側 1車でもう少し歩道が広くできて、店
が擁壁の上にできればもっと賑わうのかなというイメージは持っていますが。まだそこま

ではちょっと難しいのかなということで、まずは歩道を広げて、そこでいろいろなイベン

トを開いていただいて交流していく道にしていきたいと思っています。 
今考えているのは、拠点としても使っていきたい。三好丘地区も高齢化が今からずっと

進んでまいりますので、そういう方が、今でも駅まで歩いて行かれる方も見えますから、

そういう方が歩いていって、そこでいろいろな農業に関するイベントなどもできるような

ゾーンをつくっていきたいと考えています。ただ、目の前に県道豊田知立線が 30mでで
きてまいりますので、そこを通過する方を呼び込むような施設があそこにできないかなと

いうのが今回の考え方なんです。 

内田委員 

駅周辺を、私は一時名古屋まで通勤で使っていたことがあるのですが、あそこで止まっ

て一杯飲むという感覚は全然ありません。名古屋でやっていたほうがよっぽどいいんで

す。ここまで帰ってきて、自宅がすぐそこにあるのにちょっと寄ってという発想は全然起

きません。駅を使って通勤される人は寄らないです。あんなところに赤ちょうちんをいく

らつくったってさほど入らないと思います。そういうことを期待するのは無理だと思うん

です。豊田市へ通っておられる方だって、わざわざみよしまで来て一杯飲まないですよ。

豊田市で飲んで電車で帰ってきて、あとは自宅に帰るということだと思うので。そういう

ことを期待するのは絶対に無理があると思います。みよしというのはあくまでベッドタウ

ンですから。 

小嶋委員 

僕は全国的にある駅前みたいな、例えばネオンが輝くとかキンキラキンのものをつくっ

てもそれはないなと思う。ただ、雰囲気が良くて、飲み食いができるものにすればもう少

しまた変わってくると思いますが、あそこにキャバレーをつくったりキンキラキンのまち

にはしたくない。 

政策推進部長 住民の皆さんのその辺が実際に考えている話だと思うんです。目の前にありますので。 

鰐部委員 

ベッドタウンの駅というのはそういうところかもわかりませんけれどね。でも、商業の

開発、何かああいうところに店があるとか、そういうものがなければそこにはとどまる人

はない。買い物で帰りにちょっと何か少しでも買っていこうかなと思っても何もないです

よね。何も買うものがない。ほとんど買えないというのが現状で、どこかにベイシアだと

か、ああいうところまで車で行かなければいけない。帰りに買えない。そうなると、商業

施設というのはほとんどできないということになる。 
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でも、浄水などを見てきますと、結構駅前が商業化など開発が始まっていますが、いろ

いろな店がどんどんできている。広大な、本当の駅の前だけでなくて、その周辺もある程

度整備して、一番ど真ん中にきれいな田んぼが整備されている。この辺を商業化地域だと

か宅地のほうに変えていければ、もう少し賑やかなところができてくるかなという気はい

たします。 

政策推進部長 
豊田知立線もこれで今盛土をして、広い道路ができてきますので、これは希望ですが、

あの周辺で少しでも沿道サービス的なものができないかなというのはあります。 

小嶋委員 

市の提案している交流空間のところ、これを使って何か良い提案はないのでしょうか。

こういうことをやれば賑わいが出てくるし、面白い賑わいができというのはないのでしょ

うか。我々は考えが浮かばないのですが、交流空間軸を使って何かうまく人を集めるよう

なことというのはないのですか。 

鰐部委員 

少しでも通りに人がいれば、商売の採算性が合うかどうかということになれば、人通り

がほとんどないところに店をつくってもなかなか来ないからね。車で通過してしまう。駅

前にもしカリヨンハウスのすぐ前のところに駐車場があればいいけれど、カリヨンハウス

に行くには裏側の狭い小さな駐車場しかない。カリヨンハウス周辺も全然駐車場がないも

のですから、あそこは誰も止まらないというような状況でね。だから、駅前ロータリーで

もある程度駐車できるスペースがあればまだ多少なりともあるかもしれないですが、今の

状況では人が多分とどまるような状況ではないなという気がします。上のほうを通過して

行ってしまうとか、2階を通過して行ってしまうから、全然 1階のビジターセンターの前
を通らないとか、そんなような状況ですね。 

政策推進部長 

前回、三好丘行政区で絵を描いていただいたご提案でも一緒なのですが、今回の計画で

も入れましたが、できるだけ今はペデストリアンデッキを使ってそのまま行ってしまう人

たちを何とかカリヨンの側にも誘導したいということで、今回の提案でしっかりと出させ

ていただいたのですが、カリヨン側に人の動く軸をできる限り持っていきたいなと考えて

います。それはハード的なものでまず流れを導くことをやって、流れができたらまた何か

というようになっていかないかなというイメージは持っています。 
それと、先ほど小嶋区長さんから話があったとおり、前回も加藤先生にここで学生さん

を巻き込んだようなイベントができないかというお話を、交流軸のところ、道を直したと

ころでやれないかという話があったと思うのですが、どうですか。 

加藤委員 

東海学園としては、市が企画するものには全面的に協力したいということでこちらも考

えないといけないと思っています。 
ただ、さっきも言ったとおり、カリヨンハウスを使うにはバスが駅のところに止まって

しまう限り、すぐ電車に乗ってしまうわけで、できればカリヨンハウスのところにバス停

をつくって、大学への送迎バスも含めて、そこで下ろせばカリヨンハウスを使うことにも

なるかなと。目の前にありますから。 
それともう 1つ、先ほどの駐輪場の件もそうなのですが、今は駅の改札を降りて行きま
すと、そのまま先ほどの電車の高架下のところに流れていきますよね。うちの学生はその

まま住宅地に入っていくということで、周囲の方にだいぶご迷惑をかけているのではない

かと思うのですが、前回も言ったとおり、あそこをむしろカリヨンのほうに行く階段があ

りますよね、降りるほうの。あそこをメインにすれば少しは流れが変わるのかなと。どう
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しても利便性を考えますと、人間は最短で動きますので。むしろ名鉄さんには申し訳ない

のですが、今の線路沿いに沿ってスッと降りていくと、今のままだと学生も学校にまっす

ぐに向かい、カリヨンはどうしても迂回することになるので、なかなかそちらに回りにく

い。信号のところに行った段階で、結局カリヨンに渡るところがないじゃないですか。一

旦向こうにわたって、橋側のほうに渡ってから渡らなければいけないので。あそこのとこ

ろで直接的にカリヨンに行ければまだカリヨンに行く可能性はあるのですが、ちょっとあ

そこの交差点のところの動きが、流動性を壊しているかなという気がします。 
イベント的にはうちも考えなければいけないと思っていますので、ぜひ協力させていた

だければと思っています。 

政策推進部長 

ありがとうございます。学生の皆さんをカリヨンのほうに歩いていただくよう、誘導す

るには、駅から出たところの交差点と、そこから西へ延びる市道の部分の歩道と、また一

番向こうの取りつけのところも検討していかないといけないということですね。市はでき

る限りそういう形で誘導したいなということで今考えていまして、15 ページの絵にもあ
りますように、カリヨンハウス側に公共交通をできる限りくっつけて、西側の道路も交流

空間軸という形で幅広い歩道にして、人の動きをできる限りカリヨン側に誘導してあげた

ほうが良いのではないかなと考えています。 

内田委員 

前もお話ししたのですが、カリヨンの中身をもう少し、学生達がむしろ寄りたくなるよ

うな中身がないと、今のビジターセンターのアンテナショップ、民間ならとっくに倒産し

ているお店ですからね。もう少しあそこを考え直さなければいけないのではないですか。

いくら動線を書いても、今のままでは寄りませんよ。むしろ何が望ましいか、学生達に聞

いたらどうなんですか、我々年寄りに聞いていたってわからないですよ。若い人が寄って

くると、自然にそこに集まりができるのではないかと思うのですが。若い人から煙たがら

れるようなところなんか、ただ通過するだけで、かえって不便になったと思われるだけで

ね。もっと若い人に決めてもらったらどうなんですか。何があると寄りますかというのを。 

三宅委員 加藤先生、あそこはバスが走れますか。バスを配置しても。 

加藤委員 

バスは今廃止状態。朝と夕方だけですよね。昼間は全部歩かせているんです。だけど、

こっちに来るのは駅からの動線で、カリヨンに回る意味がないので、信号を渡ってから、

先ほど言った交流空間を通ることはあり得ても、カリヨン経由というのは、あそこはちょ

っと膨らんでいますよね。駅から見ると左に膨らんでいます。あれがまずいので、あれが

まっすぐ行くのならまだ歩けるでしょうけれど、何となく洗濯屋のほうに U 字に曲がっ
てからカリヨンに行くのは学生から見たらちょっと大回り。個人的にはサーティーワンか

何かあれば、アイスクリームでも食べていこうかという話だから。先ほどの提案の限りで

は、よく名古屋学院がやりますが、学生のカフェみたいなものをやって、ある程度賃料が

なくても構わないということにすれば、みんな創業的な感覚でアンテナショップ的なこと

をやって、そこを学生で回させることで、利益というより、赤字が出ないようにさせれば、

1つの実験店舗的になるのでは。 

内田委員 学生達に運営させるとかね。 
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加藤委員 それは可能かなと思っているので。 

政策推進部長 

カリヨンの利用の検討会をやったときに、学生、東海学園大学はたまたま名古屋のほう

しかないのかもしれないですが、英語の関係学部があるので、ワンデーシェフみたいなの

もどうなのかというご意見も出たんです。そういうことを考えて、今商工会で使っていた

だいている部分で、商工会がまた学生の意見を聞いて、それに見合った何かをやろうとい

うようになればいいし、東海学園の学生と協調し合って、ここを学生が駅前を活性化する

んだというような形でお店をやっていただけると良いと思います。 

加藤委員 

個人的意見ですが、私は経営学部の教員ですから、できれば国全体が創業支援というこ

とで学生創業も含めて行っている中で、ここで創業させたいなという気はあるんです。だ

けど、実際にうちの教職員を考えたときに、たまたまここで担当の政策推進部長さんとこ

うやって面識がありますが、じゃあ市の産業課と果たして誰が接点があるのかというと、

意外に交流がないんですね。だからもう少し教職員といいますか、市のほうと東海学園を

集めて、学生アンテナプロジェクトの何かの検討会という形で、できれば市のほうから東

海学園大学に投げかけてくれて、共同研究しませんかと言ってくれると、意外に学校全体

が動きやすい。私は持ち帰って話しますが、学校全体で行うには、むしろ市のほうから共

同研究しませんかと声をかけていただき、共同研究の中でいろいろな知恵を出し、学生を

巻き込んで、まずは実験店舗をやっていくというのがウインウイン関係になるかなという

気が個人的にします。 

政策推進部長 

ありがとうございます。どちらかというと今カリヨンハウスの活用の議論になってしま

っていますが、やはり駅周辺の魅力づくりということで、当然それも大切だと思います。

ロータリーなども直して、皆さんの使い勝手のいい駅前の広場にしたいし、そこでいろい

ろなコラボなどに発展して賑わいができるというのは大切ではないかと考えます。 
なかなかお店だと、この辺だと人が通らないので、商業的には太刀打ちができるような

ものは難しいというお話があるのですが、逆にイベント等で人が集まっていただいて、楽

しい駅前なんだというイメージになってくれると、まず住宅地の駅としては良いのかなと

いうイメージがするんですけれど。 
ほかにどうでしょうか。 

岸委員 

カリヨンの有効活用という意味では内田さんのご意見は共感できます。ぜひ実現してい

ただきたいと思います。 
実は今回、駅前広場の件で、当社の駅舎の開発だとか、土木部門にも聞いてみたんです。

カリヨンのほうに公共交通があって、一般交通が駅のほうに近いという。その辺ですが、

やはり公共交通がカリヨンの利用促進という意味でカリヨンの近くというのはわかるの

ですが、足のご不自由な方とか、車いすの方とかもいらっしゃるので、やはり違和感があ

ると言っています。名鉄のほかの駅を見ても、公共交通が遠い位置にあるというのはほと

んどないようです。その辺、慎重になられたほうがいいのではないかという意見がありま

した。その辺のお考えを伺いたいと思います。 

政策推進部長 
カリヨンハウス前にすべて公共交通を持っていくとなると、結構距離のあるところで、

名鉄さんが心配いただくような高齢の方とか足等が不自由な方とか、そういう方ですとや

はり難しいのかなと思っています。今たまたまうちはペデストリアンが南北に駅から南に
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ずっと向かっていますので、あの下も結構空間的にありますので。分けとして、駅に近い

ほうを一般交通みたいな形も含めてペデストリアン側の下からカリヨンに向けて公共交

通というようなイメージにしたいなと思っています。 

岸委員 
カリヨンの真ん前ではなくて、この図で行くと右側といいますか、東側のほうに公共交

通が流れるようにするというイメージですか。 

政策推進部長 
今から設計等をやってみて、イメージとしてはそこも利用した L 型の空間としてカリ

ヨンと一体的な公共交通の発着所の形ができないかなと思っています。 

岸委員 そうすると、この中の表現では、タクシーは駅から近いところにある？ 

政策推進部次長 

タクシーは直近の位置を確保しようと思っています。公共交通といってもバス、さんさ

んバス等、東海学園、愛知学園の学バスのことをここでは公共交通と一括りにしておりま

して、大きな車両のものがカリヨンハウスのほうに、小さい車両は北側の駅に近いところ

というイメージです。 

岸委員 コミュニティバスは、この図で言うと公共交通の一番右上ぐらいのところに？ 

政策推進部次長 
はい。タクシーは駅を降りた直近の場所を。それはいろいろ急いでいる方だとか、そう

いうご事情がある方が利用されると思うので。 

岸委員 
実質鉄道からバスに乗り換えられる方というのは、カリヨンの有効活用にあまり関係な

い、そんなイメージで良いのか。学生は、バスもほとんど利用されない感じですが。 

加藤委員 

そこがキーになると、動きがそこに来る。人間というのは内向きで、一旦そう使うとそ

ういうように動くので。今はあまり離れているので、学バスはカリヨンの前に止めれば、

習性ではないけれど、動きができてくるのかなと思う。さっき言ったとおり、学生が何か

やるならば、そこが降りる拠点になり、そこに学生がいれば、友達がやっていることです

から、お互いがコラボになってくるかなと。今あまりにもカリヨンに学生が直接関係ない

立ち位置にいるので、それを何か学バスの発着所にするだけでもだいぶ変わってくるのか

なと思う。 

岸委員 
もともとカリヨンの有効活用ということで聞いていたものですから、コミュニティバス

もどちらかというと遠いところになるのかなと思って。そうでなければある程度は許容さ

れると思います。あまり遠いとどうかなという気がします。 

政策推進部長 

今南北に長いこの絵のとおり、これをこう切ってしまうと非常に遠くなると思うのです

が、斜めに使って。実際にどういう形で、今から絵を描いていかなければいけない話にな

りますので確定はしませんけれども、イメージとしては斜め使いのような形ができれば非

常に良いのかなということを思っています。 

加藤委員 

あと 1つはよくやるパターンですけれど、カリヨン館に 1回来るとスタンプで、10回
スタンプを押すとアイスクリームが 10円引きとか、スーパーとかデパートとかあります
よね。来ただけでもポイントがもらえるとか。そういうことを考えて。せっかく帰るなら

寄っていこうと。それで来たからには何かさせるみたいな企画をつくっていけばいいのか

なと。こういうのは習慣性があるので、一旦習慣ができれば、人間はそう動くので。 

政策推進部長 
ありがとうございます。学生を取り込む方法など、また一度ゆっくりと協議させていた

だいて、大学と協力していきたいと思いますので、お願いします。 



 12

ほかにどうですか。 

山田委員 

これはカリヨンハウスをそのまま残すということで、すべての動きがカリヨンハウスで

止まってしまう。カリヨンハウスの下側を全部ロータリーとか、そういうところに突き抜

けるとか、カリヨンハウスの真ん中を切ってしまうとか。ここの通りは、カリヨンハウス

の風通しを良くするようなことぐらいしないと、住宅街とか、流れが変わってこないよう

な気がするんですね。例えばカリヨンハウスを全部残して、駅前からドーンとここの三角

のところまで、裏の駐輪場まで全部駐車場にしたら、ものすごい三好丘とか三好丘緑とか

行くと思いますよ。止まりにね。それなのに、カリヨンハウスが動線を横切るようにドン

と置いてある。これをどかしたくないのだったら、例えば 1階を全部吹き抜けにするとか、
2階部分だけを残して使うようにするとか。ここの広さをもう少し強調できるような、空
間をもっと広げないと。こんな狭いところで動線がああだこうだと言っても、考え方が狭

すぎると思うんです。商売が望めなかったら、これは取り除いてしまって真っ平らにして

しまうとか。そのぐらいのことを考えないと、1年するとすぐに行き詰まってしまうよう
な計画で、こちょこちょやってもしようがないと思うんです。もう少し、カリヨンハウス

がなかったらどんな案が出るのだろうかということも考えたほうが僕はいいんじゃない

かと思うのですが。ここに寄る、寄るなんて考えたって、それが本当にいい考えかなと。

寄らないのだったらなくたっていいじゃないか。ないのだったらどういうアイデアが出て

くるんだということも対案として考えたらどうでしょうか。そうすればひょっとすれば、

農地の利用よりももっと楽かもわからないですよ。 

政策推進部長 
駅の賑わいということでカリヨンハウスを市で取得させていただいて、皆さんの集まっ

ていただける施設ということでつくってきていますので、なかなかこれをなしという考え

は今のところ持っていません。ご提案として伺っておきます。 

山田委員 
交流軸というのがあるじゃないですか。ここに建物がなくても、交流軸を利用してやる

とか。だから、なかったらという考えも 1つに入れたらいいんじゃないかなと僕は思うの
ですが。 

政策推進部長 

今交流軸というのが交差点で止めてありますが、考え方としては、狭い、狭いと言われ

ますが、あれだけの広さのある駅前広場ですから、この交流軸は基本的に言うとペデスト

リアンデッキまで延びているというイメージです。この前の三好丘区長から提案いただい

たあのパースもそういうイメージですよね。交流軸がカリヨンの前から、西から来て、交

差点を超えて、ペデストリアンデッキのところまでつながっているようなイメージという

ことで提案させていただいています。ただそのときに駅の中のロータリーがどういう状況

にできるというのはいろいろな問題が出てきますので、それは検討しなければいけないと

思っていますが。カリヨンハウスがなかったらという考えで動いていなかったものですか

ら、ご提案ということで承ります。 

筑尾委員 

今お話があったように、確かにそういう形でいいと思っています。僕は広場は立体化で

何か建築されたほうがいいのではないか。1階は全部駐車場とかバス停とかで。2階以上
は商業施設とか。この前その話が出たはずです。 
それともう 1つは、僕は前も言いましたがトイレがない。駅前までいかないと。それも
改札を通っていかなければいけない。そっちのほうが先ですよ。もっと身近なところを先
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にやらないと。トイレはないでしょう。タクシーの運転手さんはどこに行っているの？ト

イレに行くのに。いちいち駅まで改札を通ってからトイレに行っているわけですね。そう

いうことを先にやらなければいけない。僕はそう思います。 
それと、この前も言いましたが、ATM がないんです。東海銀行と郵便局しか。ほかの
ところはないんですよ。そういうところにつくると、止まるわけです。止まれば、ちょっ

とよっていこうかとなるわけです。そういうことも身近なものを先にやっておかないとい

けないんじゃないかなと。これが僕の感じです。いろいろ意見があると思いますが、立体

化するのが一番いいのではないかと思います。 

政策推進部長 積み上げるんですね。 

筑尾委員 
はい。そのまま駐車場に使って、2階から上に何か建てれば。先ほど狭い、狭いと言わ

れたけれど、よく使いますよ。僕はそう思います。できると思いますからね。以上です。 

政策推進部長 ありがとうございました。トイレに関しては今までもお話しいただいておりますので。 

小川委員 

質問ですが、市の説明の交流空間軸並びに南側の農ライフゾーンの計画というのは、さ

っき部長が中長期的に考えてとおっしゃっていましたが、具体的には何年後ぐらいを想定

して考えていらっしゃるのですか。中長期で例えば 5 年先なのか、10 年先なのか。ある
いはもっと短期的には何かやる方法は考えていらっしゃるのか。その辺のお考えというの

はどうなっているのか。これ、夢みたいな話ばかりが載っていて、本当にこれは実現でき

るのか疑問なのですが。 

政策推進部長 

最初にこの計画をつくっていく中で短期的なもの、中長期的なものという位置づけで行

こうということを、お話しさせていただいたと思います。まずは短期で何をやるのかとい

うお話の中で、短期では一番問題になっている駅前広場のところ、それからそのすぐ横の

交差点、それと今三好ケ丘交番の裏側の生活道路に通過交通が進入して困っているという

問題の整理、その辺がまず短期的に解消していかなければいけない問題だよねというお話

でスタートしていると思うんです。まずここから行政としても、これはハード的な部分が

非常に大きいものですから行政がやっていかなければいけないだろうということを考え

ています。 
あと、交流軸の部分で、今の片側 2車線の道路を有効に使って交流軸をつくるというこ

とであれば、まず下の道路を直していくことは行政でやるべき仕事だと思っています。駅

や道路などのハードを整備して、そこにイベントなどのソフトを持っていくことによって

できるものは短期の計画であろうという話でこれはずっと進めてきたと思います。その後

は駅の裏の部分のところに、現在の三好丘の団地の中で持っている高齢化と老々の方が結

構一軒家で住まわれていて、それがだんだん進んでくると空き家になったりいろいろな問

題が出てくるだろう。それだったら行政としても若い方をみよし市内に呼び込みたいの

で、ここの住み替え施策みたいな形で新規住宅ゾーン、要は住み替え施策のようなものを

やっていきたいというのが中期なのかなと思っています。これが何年というのはなかなか

難しいと思いますが、ただここはできると思うんです。これは行政でやるのではなく、民

間に委ねていって、民間のほうでここに手を挙げていただけるのなら認めていこうという

ゾーンにしていきたいというように考えています。 
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小川委員 

今のお話は前々からも予定して伺ってきたのですが、ある程度目標年次を立てないと、

ただ机上の空論になる。例えば 5年計画とか 10年計画とか、5年後にはこういう絵を描
くんだよ、10 年後にはこうなっているんだよと。その目標がずれて、誰か責任を取ると
いう話とはまた別だと思うんです。むしろ今例えば平成 28年、あと 5年後にはここまで
進めたい。これは短中期の開発なんだと。それからさらに 5年後にはさっきおっしゃった
ようにここは老人たちが住んでもらう地域をつくるんだとか、何かもう少し具体的な提案

がないと、ただ道を広げましたよ、そこに何か民間の施設をしてくださいと。例えば市が

民間を呼ぶのであれば税制で優遇するとか、何かもっと具体的な話を持っていかないとな

かなか絵に描いた餅にしかならないのではないか。手っ取り早いのは確かにここの駅前広

場をつくりかえれば金も何もかからず手っ取り早くやれるかもしれないですけれど、それ

はさっきおっしゃったようにそんな先のことをやっても全然活性化にも私はつながって

こないと。もっと具体的に、多分 1ページのイメージは市のほうで持っていらっしゃるの
に、それが何年後にそういう絵が描けるのと、何もこれにはうたっていないんです。私は

むしろそっちが問題なんじゃないですかと言いたいんです。 

政策推進部長 今のは農ライフゾーンのところですか。 

小川委員 
いえ、すべてです。駅前も。立派な資料ができているのに、何か小手先だけを直して、

それで賑わいをつくろうというのはちょっと無理があるんじゃないですかと言いたいん

です。 

政策推進部長 

形としては、短期的なものは行政としてやっていきたいということで、できれば駅のロ

ータリーを直すだけでも相当な費用がかかると思いますので、そう短期間ではできないと

思っています。ロータリーだとか、西側の交差点ぐらいまでは何とかここ 5年ぐらいでま
ずはこれをやっていきたいなというのはイメージとして持っています。 

小川委員 
ですから、時間的な目標年度を市民に知らせる必要が私はあるんじゃないですかと言っ

ている。 

政策推進部長 

そうですね。まだ費用も出ていない状況なのでなかなか言えないところはありますけれ

ども、ある程度ここに予算をかけてでもやっていきたいというのができれば、いつ設計を

して、いつ工事をこれだけやってというようになると大体のストーリーが出てくると思う

のですが、申し訳ないですがまだ今そこまでの状況になっていません。やるのはまず駅の

ロータリーと西側の信号、ここを来年度ぐらいから、今これは大まかな絵ですが、これを

こういう形にしていきたいという絵を来年度ぐらいからつくっていきたいと思っていま

す。それができ上がったら工事にかかりたい。そのころに並行して、先ほど言いました抜

け道になっている道路の解消のための県道でつなぐかどうかというところも考えていき

たい。そうすると、そのころには今まだ盛土の状態の県道豊田知立線もだいぶできてくる

と思います。その状況を見て工事を行っていきたいと思っているのですが、ただこれが本

当に、お金のことを言っていても仕方がないと思いますが、なかなかどれぐらいの費用が

かかるかというのもまだ算定していない状況なものですから、いつぐらいまでにというこ

とが言えないのが現状です。ただ駅前は来年度からはかかっていきたい。 

小川委員 
ハードの面は確かに市の予算もあるのでいろいろ問題はあるかと思いますが、さっき内

田さんがおっしゃったように、もっと若い学生達の意見を聞いて、今あるカリヨンハウス
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をどうするのか、それと同時並行でやっていかないと。 

政策推進部長 そうかもしれないですね。 

小川委員 
豊田知立線をくっつけて動線がどうだと言っても、それはあくまでも絵に描いた餅です

よ。 

政策推進部長 

今言われるようなハード的な整備を行うのと同時に、先ほどから出ているソフトの面

で、カリヨンハウスもそういう形で学生の意見も聞いていくこと。それは当然並行でやっ

ていかなければいけない話だと思います。まずは市単独でできる駅前をやっていくという

ように思っていただきたい。 

小川委員 
それは市の既定路線で、別にここで意見を求めずにやったらいいんじゃないですか、逆

に言ったら。むしろソフト面をどうするか。カリヨンハウスの利活用を含めてどうするか。 

政策推進部長 
先ほど東海学園の加藤先生からもご提案をいただいたものですから、その辺は市も早め

に一緒になってやっていきたいなと。 

内田委員 みよし市も税収入が 14億円減ると中日新聞に出ていましたが、大丈夫ですか。 

政策推進部長 

14億円は大変です。本当に大変です。14億という数字がちょっと先走ってしまってい
ますが、あれは 26 年度の税収に対して、あれと同じのがあったらとした 14 億減るとい
う話で、実際の話としてはそのとおりの金額になるかどうか今後わからないところがあり

ますので言えませんが、確かに法人市民税の割合が、国のほうは半分にしたいというよう

に言っています。 

内田委員 豊田市は 100億も減ると言っている。 

政策推進部長 

ですので、先ほどからはっきり言えないのは、なかなかハード的な整備は予算が要るも

のがすぐやれるかというような話があります。ただ、それもやっていかないことには、東

海学園と一緒にやりながらでも、ソフト事業を一生懸命決めても、それに見合うような場

所もできないということになりますので、やはりその辺のバランスを取りながら進めて行

かなければいけないなと思っています。 

内田委員 東海学園の人は反対側の歩道を歩いていますものね、ほとんど。 

政策推進部長 そうですね。 

加藤委員 
1つの原因が、さっき言った豊田知立線とかにありますよね。あそこは歩道がないので、
カリヨンハウス側へ渡る場所がないことになっているので、信号で渡ってはいけない。ど

うしても向こう側を渡ってこないと横断歩道の問題があるので道路構造上よくない。 

小川委員 あそこの構造が悪いんですよね。 

加藤委員 
あそこに横断歩道をつくってくれればまだ大学からまっすぐ来るのですが。ですから、

この道路ができればきっとそこが渡れるようになり少しは流れてくるかもしれない。学校

から帰るときは必ず、まずは右側のほうを渡ってきて、あそこは今渡れないから北側の商
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店街のほうに渡ることになるので。 

政策推進部長 
あそこは豊田知立線と新しい交差点になればきっと変わると思うんです。そのときまで

には市もそこを交流軸として行けるような整備をしていかなければいけない。 

加藤委員 

個人的にはあそこだけでも直せないかなと思っているのですが。今現在、角が出っ張っ

ていますが、ちょっと先ところで何かつくれば、流れが順々にできてくるのではないかな

と。一気にやるのもわかるのですが。何となくあそこをまっすぐ来させることが学校側と

しては言いにくい。横断歩道がないので。横断歩道があればなるべく右側を通って、カリ

ヨン経由で帰るようにと指導できるのですが、現状なかなかあの部分だけはちょっと難し

い。 

政策推進部長 
交差点だけというのは難しいと思いますが、県の道路なものですから、市からも一生懸

命早めにやってということは要望しながら行きますが、その交差点が変わってくれば市の

交流軸もつくりやすいのかなというふうには思います。 

鈴木委員 

農ライフゾーンのことについてですが、私は福谷の区長ですので、福谷の住民がこの辺

の土地をたくさん持っていると思うんです。こういう農ライフゾーンにするのがいいの

か、先ほど商工会長さんが言って見えた商業施設などがいいのかという問題も出てくると

思うのですが、もしこのままの案で整備されるとしたら時期は 20年ぐらい先ですか。そ
のぐらいの予定ですか。 

都市建設次長 

どういう手法で整備するかというのを考えますと、今の市街化調整区域のまま開発を行

うか、市街化区域に入れるかということになります。民間ではこれだけのエリアを開発す

ることに対して、農振除外とか農地の転用は多分許してくれないと思うので、事業主体と

して何らかの形で市が関わって JAと一緒にやろうとか、そういうような事業主体づくり
が必要だと思います。 
具体的な時期ですが、市街化区域の定期見直しが概ね 10年単位なんです。直近では平
成 30 年。ただし、平成 30 年の段階で市街化区域に入れられるかということを考えます
と、まだ事業主体も事業手法も誰がやるのか、どうやってやるのかも決まっていない。そ

うすると、定期だとまた 10 年後で、平成 40 年というような流れになるのかなと思いま
す。だけど、そこまで待てないよと。駅周辺の魅力づくりを見ますと、私は駅広の再開発

よりも農ライフゾーンや道の駅的な整備だと思うんですね。だから、定期見直しを頭に入

れながら調整区域の開発でなるべく早くやっていきたいなと思っています。すみません、

あまり具体的な回答にならないですが。 

岸委員 

小川さんのスケジューリング、ある程度目標を立ててというのは私も同感ですので、ぜ

ひ、平成 40年という話も少し現実味を帯びている話だと思いますが、あくまで目標とい
うことで出していただけたら多分一番いいと思います。 
今農ライフの話がありましたが、この会は農ライフゾーンの話はあまり深くできていな

い。ただ、結構これは三好ケ丘駅の今後を左右する、これが成功するかしないかで駅前、

あるいは周辺道路が大きく変わってくると思いますので、今日はあまり時間がないと思い

ますが、ここのところを、我々の意見もそうですし、若手の意見とか、そういったものも

必要でしょうし、パブリックコメントとかはされるのですか。 
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政策推進部長 いいえ、これは魅力づくり計画という構想ですから。 

岸委員 この後、出された後にそういったことは？ 

政策推進部長 

これ自体ではパブリックコメント等は考えていませんが、当然この後いろいろな、これ

に基づいて順次計画を進めていくという形になれば、必要があれば、その絵ができた時点

でのパブリックコメントというような形は取っていくこともあるかなというようには考

えています。 

岸委員 

そうすると、パブリックコメントを求めるに当たって、その段階ではもしかしたら農ラ

イフじゃないという可能性もあるのか。これが出てしますと方向性が出てしまうと思いま

すので、その辺もし構想を出される前に、例えば多くの方の声を聞いていただくというの

も必要かと思います。ご検討いただければいいかなと思います。 

政策推進部長 ありがとうございます。 

高橋委員 
関連して、農ライフゾーンというのはみよし市のほかのビジョンに入っているのです

か。 

政策推進部長 

今のところ入っていないです。今回のまち・ひと・しごとの中には、総合戦略の中にう

たっていきたいと思っていますが、ただ、今のところ総合計画などには位置づけられてい

ない計画なものですから、当然ここで構想等を打ち出していくとなって、実は来年度以降

に総合計画がちょうど見直し時期に入ってくるものですから、そのときまでには何とか行

政の考えをある程度まとめた上で位置づけていきたいとは思っています。 

高橋委員 総合計画のところでパブリックコメントやるのですか。 

政策推進部長 
総合計画のパブリックコメントは当然行います。そのときには完全に、もしこれをちゃ

んと位置づけていければ出てくるということになります。 

小川委員 
9ページに示した計画案、これは過去のものからするとそんなに、道路の拡張とかに比
べたら、コストパフォーマンスとしては実現性の高い、むしろ中長期というか、早期にで

もやってもいいような計画のような気がするのですが。 

政策推進部長 

そうですね。先ほど言いましたように、9ページにある特に農ライフの部分については、
最初に話が出たとおり、この土地が農振区域であるという。この問題はしっかりとクリア

しないことにはこれはできないものですから、その辺の整理は大事だと思います。施設を

つくるお金とか、そういうのもかかりますが、ただ、道路もできてくる、こういう施設が

あれば皆さん寄ってこられるということを考えれば、当然早めにできるものであればつく

っていきたい施設ではあります。ただそのためにはしっかりと、行政としてもここをこう

いう形で位置づけていく必要があります。今はまだ駅周辺の魅力づくりでこういうのがあ

るといいよねということでやっていますが、ちゃんと計画等に位置づけてやっていかなけ

ればいけないと思っています。 

内田委員 
1 点だけ、18 ページのさっき駅前の通り、三好ケ丘線の交通量が増えるというお話が

ありましたよね。私も一般的にはアクセスが良くなるということは賛成なのですが、ここ

の交通量が増えると、駅というのは大体通勤通学によく使うところなんですね。特に雨な
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んか降るとあの辺は大渋滞、駅方面に向かう車両が今でも大渋滞するんですよ。加えて一

般車の通過量が増えるとその渋滞は一層激しくなるので、ひょっとしたら文句言う人が出

てくる可能性があります。一般的にはアクセスが良くなるというのはいいことなのです

が、駅を利用する人、特に雨が降ると子どもたちの通学でみんなお母さんたちが送ってく

るんです。すごい渋滞です。そういうこともあるので、慎重にやってください。 

政策推進部長 

そうですね。当然こういう形にすれば、交差点の形状とかそういうのもしっかりと検討

していかなければいけないですし、先ほど言いましたとおり、キスアンドライドで送って

みえる方が速やかに入れて速やかに出ていけるというような駅前広場でなくてはいけな

いなと思っています。その辺も考えた上で計画は実際の絵を描いていかなければいけない

なと思っています。 

内田委員 もう 1つ南の交差点もそれによって渋滞が増えます。 

政策推進部長 野村マンションのところですか。 

内田委員 そうです。 

小嶋委員 

やはり僕は駅の賑わいづくりというのは早くやってほしいなと思うのですが、1つは 9
ページで、これは市の考えているとおりだと思うんです。交流空間軸を、先ほど赤ちょう

ちんがどうのこうのと言っていたのですが、むしろ固定した建物ではなくて、いつでも撤

収できるという言い方はよくないですが、フレキシブルな店舗のあり方ってあるのではな

いかと思うんです。コストを抑えておいて、賑わいをつくるということはできると思うの

で、ぜひこの方向でまちづくりをしていただけないかということと、もっと駅の乗客数を

増やしたいと思ったら、名鉄さんには申し訳ないですが、名鉄さんは今高いですよね。名

古屋市さんに比べるとね。運賃を安くしたら車利用が減って人が増えるのかどうか。僕は

市として実験をやってもいいのではないかと思うんです。1年間ね。減った分だけの金額
を例えば補填するみたいなことをやって、本当に人が増えていって、交通の流れもスムー

ズになるのだったらそういうふうに切り替えていくということもあってもいいのではな

いかと思うんです。 

小川委員 それはいい案かもしれません。 

小嶋委員 僕はちょっと高いのではないかといつも思います。 

加藤委員 

学生は夏休み、春休みに来させようとすると、学割がないときは高くて来たくない。だ

から、呼べないんです。学割定期券がある期間だけは来るので。切れていると、ちょっと

勘弁してくれと。これが実態ですので、私もその意見に賛成です。 
もう 1つ、たまたまパースがあるので、ここに拠点施設がありますよね。9ページの図

の中に。拠点施設は真ん中というのはよくわかるのですが、これが交流空間のほうに施設

がくっついているともっといいのかなと。こういうのは基本的にはわかるのですが、施設

を真ん中に囲むことはなくて、むしろ交流のほうにくっつくと、交流のほうから入ってく

るし。ということを考えると、位置を考えたほうが賑わい感はつくれるかなという。全く
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道路だけで、さっき言った自由もいいのですが、何か固定的な施設があったほうが安心・

安全にもなるという気がします。 

小川委員 
ここは谷地になっているから、道路とつらいちにして、その下を駐車場にすればいいん

です。 

加藤委員 それでもいいですね。 

小川委員 そうしたら交流空間と拠点施設がつらいちになる。 

加藤委員 そうしたほうがいいですね。 

政策推進部長 

今 2階建てにしてというお話が出ました。たまたま今回これを書かせていただいたとき
は、今の道路で、今の田んぼや何かの縦断を考えると、なかなかあの上のところとくっつ

かないだろうということで、そちら側は駐車場で使ってというようなイメージでつくって

います。ただ、南側については農地として利用していったらどうだろうというイメージで

これは書かせていただいていますので、その辺のいろいろな検討は実際の絵になったとき

に行っていきたいと思います。この辺は本当にイメージ図というような考えで見ていただ

ければと思います。 
先ほど三好丘区長からもありましたとおり、今の交流空間、7ページにあります路上の

マルシェだとか、8ページにありますマルシェ農業支援ということで軽トラ市とか、こう
いうのは本当にずっと置きっぱなしではなくて、イベントごと、毎週土日だとか、そうい

うことで行っていただいて、それで人が寄っていただくとだんだんまた増やしていく、と

いうのも考えてはいます。なかなか先ほどの商工会長のご意見ではないですが、つくる土

地だとかいろいろなところが難しい制限のある中でも人を集めて交流していきたいとい

うイメージを持っています。 

高橋委員 

東京品川の駅前の港南地区はビルが無機質に並んでいるのですが、そこに屋台のような

のが出て、お祭りの雰囲気で人が結構来ているんですよね。今小嶋さんが言われたように

マルシェも駅前で簡単な屋台というか、そういうものを集めるようなイベントを定期的に

でもできればいいかなと思っています。 

小嶋委員 イメージがほしいかなと。 

高橋委員 そうそう。 

内田委員 
お金のことを考えなければ、あの辺の広場でパブリックビューイングができるとか、今

はやりのプロジェクションマッピングができるとか、そういうのを学生達にやらせたら喜

んでやってくれるのではないかという気かします。お金のことを考えなければですよ。 

加藤委員 うちの教員でそういうのができる方がいます。 

政策推進部長 きっかけづくりになるのなら、できる限り考えていきたいと思います。 

内田委員 コーヒーを飲みながらゆっくり鑑賞ができるというふうになれば、それは人が集まって
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きますよ、放っておいても。 

加藤委員 遊び感覚で何かアイデアが出せるといいと思います。 

内田委員 遊び感覚は学生達のほうがはるかに優れていますから。 

加藤委員 あまり単位をつけたりすると仕事になってしまいますから。 

政策推進部長 

ありがとうございます。本当に特に最後のほうはソフト事業でこんなことをやったらと

いうようなことをいろいろご提案いただきました。市も検討していかなければいけないこ

とがまだまだあるのかなと思っております。今いただいた意見等を検討しながら、またつ

くり上げていきたいと思っています。 
いただいた意見をもとに、またこの計画をつくり上げて、皆さんに送付させていただき

たいと思っております。よろしくお願いいたします。ご意見をたくさんいただきました。

ありがとうございました。事務局に議事をお返しします。 
 

事務局（企画政

策課長） 

本日は貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。なお、傍聴の方につき

ましては、本日ご覧いただいています資料につきましては返却いただいてお帰りいただき

ますようよろしくお願いいたします。 
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させていただきま

す。どうもありがとうございました。 
 


