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様式第3号(第9条関係)  

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称  第４回みよし市総合計画審議会 

開 催 日 時 
 平成３０年３月１６日（金） 

午前９時３０分から午後０時１０分まで 

開 催 場 所  みよし市役所３階 研修室１・２・３ 

出 席 者 

【総合計画審議会】 

（会長）伊藤久司 

（職務代理者）阿部亮吾 

（委員）原田俊明、天石惇郎、冨樫佐智子、清田由雅、村上雅則、 

鰐部兼道、野々山勝利、新谷千晶、久野恭司、田中人、小嶋忠光、 

酒井孝芳、山下正午、山根隆、天野博道、三宅章介 

 

【総合計画策定本部】 

（本部長）鈴木副市長、（副本部長）今瀬教育長、 

（本部員）増岡政策推進部長、佐藤政策推進部参事、 

原田総務部長、柴田市民協働部長、小野田福祉部長、 

近藤子育て健康部長、廣戸環境経済部長、宇野都市建設部長、 

深谷会計管理者、酒井病院事務局長、柴田教育部長、 

吉澤教育部参事、山田監査委員事務局長、久野議会事務局長 

 

【事務局】 

溝口政策推進部次長、竹内企画政策課長、近藤副主幹、 

三浦主任主査 

 

【傍聴者】 ０人 

次 回 開 催 予 定 日  未定 

問 合 せ 先 

 政策推進部 企画政策課（担当：近藤、三浦） 

 （0561）32-8005 

 kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由  

審議経過 

 

１開会 

 

事務局（政策推進部次長）：本日は大変お忙しい中、お集まりいただき、

誠にありがとうございます。定刻になりましたので、第４回みよし市総

合計画審議会を始めさせていただきます。 

本日の出席委員でありますが、１８名でございまして、みよし市総合計

画審議会条例第６条第２項の規定を満たしておりますので、本審議会は

成立していることをまずご報告させていただきます。 

なお、近藤委員、櫻井委員、岩田芳信委員、岩田信男委員、伊豆原委

員、植松委員、時田委員につきましては本日所用のため欠席されるとい

うご連絡をいただいております。また山根委員は所要のため遅刻すると

いうご連絡をいただいておりますので、併せてご報告させていただきま
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す。 

 

２ あいさつ 

 

事務局（政策推進部次長）：はじめに、総合計画策定本部長であります鈴

木副市長よりごあいさつを申し上げます。 

 

副市長：おはようございます。早い時間からお集まりいただき、ありが

とうございます。また年度末の大変忙しい時期に、今日は雨も降ってお

りますが、お足元の悪い中お集まりいただきありがとうございます。 

今まで３回審議会を開催し検討してきました内容について、今日は基本

構想として提出させていただきたいと思います。これについて議論して

いただきたいと思っております。皆さんの忌憚のないご意見をいただい

て、分かりやすく、市民によってより良いものにしてまいりたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

事務局（政策推進部次長）：続きまして伊藤会長にご挨拶をいただきたい

と思います。伊藤会長よろしくお願いします。 

 

会長：おはようございます。本日はお足元が悪い中、ご参集いただきあ

りがとうございます。今、副市長からもお話がありましたが、今までの

３回の議論を踏まえまして、資料をまとめております。本日も建設的な

意見を活発に出していただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

事務局（政策推進部次長）：ありがとうございました。それではただいま

から議事に入りたいと存じます。なお、議事の取り回しは審議会条例第

４条第２項の規定によりまして、会長にお願いいたします。 

 

３ 議題 

（１） 第２次みよし市総合計画基本構想（案） 

 

会長：それでは、お手元の次第にそって議事を進めていきたいと思いま

す。 

本日の議題は、「第２次みよし市総合計画基本構想(案)」についてです。 

まず、「①はじめに」について事務局から説明お願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：議題（１）第２次みよし総合計画基本構想

（案）について説明をさせていただきます。座ったまま失礼します。 

資料１ページをご覧ください。「Ⅰ はじめに」ですが、ここでは総合計

画の基本構想を定めるにあたり、最初にみよし市のこれまでの情勢と現

状など、本市の基本的事項についてとりまとめたものになります。内容

は第１回、第２回の審議会の中でお示ししました資料と表記の方法が多

少変わった部分もございますが、ほぼ同じものになります。 

１ページ「第１章 総合計画の策定にあたって」をご覧ください。「１ 

総合計画ってなに？」では、総合計画とはどのようなものか、また総合

計画の構成を示しております。１ページ右側の「２ なぜ新しい総合計

画が必要なの？」では、第２次総合計画を作成する背景の説明をしてお

ります。３では計画の期間を示しております。 

表記の中で黒い２つの星印がありますが、これは和暦の新元号を表して

おります。西暦表記より和暦表記の方が時間的長さの経過をイメージし

やすいというご意見をいただいておりまして、こういうことを踏まえた

上で本冊版印刷時に新元号の発表が間に合えば、和暦表記を主に記載し
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たいと考えております。ご了解いただきたいと思います。また、計画の

本冊版印刷時には図やグラフなどはフルカラー印刷で予定しております

のでご了解いただきたいと思います。 

資料２ページをご覧ください。「４ 市を取り巻く時代の流れは？」は、

「Ⅰ はじめに」の中で、今回ここだけが新たに資料として加えた内容

になっております。ここでは第２次総合計画を策定するにあたり、踏ま

えておかなければならない、本市を取り巻く国や社会の様々な情勢の変

化などを記載しております。 

「(１)人口減少・少子高齢化の進行」では、当面は伸び続ける見込みの

本市の人口ですが、将来到来する人口減少や超高齢社会の到来を見据え

て対策を講じ、地域の活力と魅力の維持・向上を図る取り組みの推進が

求められているという内容が示してございます。 

「(２)地方創生の推進」では、現在、政府は地方創生の推進に向けた政

策を展開しております。また、行政単体だけでなく、広域的な自治体連

携や、民間企業、大学との産学官などの連携による新たなまちづくりの

取組も各地で展開されています。加えて、2027年度にはリニア中央新幹

線の開業が予定されており、新しい人の流れが生まれることなどが予想

されています。こうした状況の中で長く住み続けてもらえるまち、多く

の人をひきつけ、選ばれるまちを目指して、まちの魅力と活力を高め、

持続可能なまちづくりを進めていくことが求められているという内容を

示しています。 

「(３)安全・安心に対する意識の高まり」では、発生が心配される南海

トラフ地震という切迫する巨大災害への対応が喫緊の課題となってお

り、また気象災害の頻発・激甚化が近年、顕著になり、より一層の気象

災害への備えが必要となっているなど、総合的な防災・減災対策や地域

の防災力を高めて、安全で安心して暮らせるまちを形成していくことが

求められているという内容を示してございます。 

「(４)働き方や暮らし方の多様化」では、労働力人口が減少する中で、

女性の活躍が重要な課題となっており、今後は、男女ともに、個々のさ

まざまな状況に応じて「仕事」と「家庭生活」のバランスがとれる多様

な暮らし方を実現していくことや、誰もが活躍できる社会を実現してい

くことが求められているという内容が示してございます。 

資料の３ページをご覧ください。「第２章 みよし市の現状と動向」で

す。この部分からは第１回、第２回の審議会の中で示した資料の内容と

ほぼ同じものになっておりますので詳しい説明は省略させていただきま

すが、順にどういう内容を掲載しているかを確認したいと思います。 

３ページの「１ 市の現状とこれまでの動向は？」という部分で、最初

に「（１）みよし市の特徴」として「①まちの立地」を示しております。 

４ページでは、「②歴史と文化」を載せてあります。「③まちの歩み」で

は、これまでの市制施行までの本市のまちの歩みを記載してございま

す。右側では「(２)人口の現状と動向」ということで、「①人口・世帯数

の推移」を記載しております。 

先ほど２ページでも一部アンダーラインがあったと思いますが、４ペー

ジでもアンダーラインを引いているところがあります。このアンダーラ

インが引いてある部分は、今現在分かりうる最新の統計データ等を記載

しておりますが、来年度になりますと最新の数値が確認できるようにな

ると思いますで、最新のデータが分かり次第、差し替える予定をしてい

ます。そういった意味でアンダーラインを引いておりますので、ご了解

いただけたらと思います。 

５ページでは、「②年齢３区分別人口割合の推移」を示しております。

「(３)産業の現状と動向」の部分では、「①農業の推移」と「②商業の推

移」を、６ページでは「③工業の推移」を載せています。 

６ページの右側では、「(４)まちの都市機能の状況」としまして、本市の
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都市機能の整備状況をまとめています。「①土地区画整理事業」の状況、

「②都市施設（道路、公園、下水道）」の状況、「③交通体系」、「④医療

体制（公立病院）」を記載しております。 

資料の７ページをご覧ください。「(５)土地利用の現状と動向」をまとめ

ています。「①土地利用の推移」、「②用途別土地利用の現状」、そして資

料８ページをご覧いただいて、「(６)財政の現状と動向」では「①歳入・

歳出の推移」と「②財政力指数・公債費比率の推移」を示しており、こ

の辺りは第２回の審議会の中で示したものと同じものです。 

資料の９ページをご覧ください。９ページの内容も第１回審議会でお示

しした資料と同様のものでございます。「２ 市民は市のことをどう思っ

ているの？」は、実施した市民アンケート、中学生アンケートの結果か

ら市民の皆さんが本市に対してどのように考えているのかをまとめたも

のを示しています。「(１)みよし市の住みやすさ」、「(２)みよし市の強

み・弱み」、「(３)市の取り組みに対する満足度・重要度」です。これ

は、現行の総合計画基本計画の57の施策分野ごとに市民の皆さんのそれ

ぞれの施策に対する満足度、重要度をマトリックス図でまとめたもので

ございます。これもこれまでの審議会でお示しした内容となっておりま

す。「Ⅰ はじめに」の部分の説明は以上になります。 

 

会長：ここまでの説明について、今までの議論で使われた資料ととも

に、新たに加えられた部分も数箇所ございましたが、不明な点や質問な

ど何かありますでしょうか。 

 

田中委員：１つお願いがあります。前のおさらいのようになっています

が、資料４ページの「まちの歩み」は、できれば現在のみよし市の行政

区域全体と、合併する前の村の時代とを比較できれば特徴的なことが見

えてくると思います。わりと市になってそんなに時間が経ってないの

で、明治時代以前・以降を含めて、旧来の行政区分はよく残っていると

思うので比較できると良いと思います。かつてこういう行政区域だった

ものが、現在のエリアではどうなっているのかを分かるようにしていた

だきたい。 

９ページですが、前にも拝見させていただきましたが、アンケートで、

例えば「住みやすい理由」の３位に中学生が「買い物や外食が便利」、

「住みにくい理由」の２位に中学生が「買い物や外食が不便」という正

反対の結果になっています。「買い物や外食が便利」という回答が２７％

もいる一方で、同じ中学生の５０％近くが「買い物や外食が不便」とし

ている。これは住んでいる地域で結果が別れると思います。そういった

ことが分かると良いと思います。どこで取ったアンケートなのか、大ま

かでよいので、もう少し分けていただけたら、ポイントは見えてきま

す。このエリアに住んでいる中学生は買い物が不便と考えており、この

エリアでは便利と考えているというように分かると良いと思います。正

反対の意見が出るというのはあまり良い回答ではないので、この理由、

背景を知りたい。あと、回答は自由記述なのか、選択肢なのでしょう

か。結果だけ少し出されてもそれが分かりません。 

 

事務局：住みやすい理由、住みにくい理由については、選択肢を用意して、

３つまで選んでもらっています。 

 

田中委員：ということは「住みなれていて愛着がある」というのも選択肢

として用意したのでしょうか。中学生にしては大人びた意見と感じまし

た。 

 

事務局：選択肢として用意しました。 
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田中委員：あと強みの部分もそうですが、市民では「自然が豊か」が２位、

中学生では１位になっています。これは、「快適な住環境」と同じことを

言っていると思います。これもエリア別に、どの自然をどういう意味で

言っているのかが分かるような補足的な資料があれば、後でお見せいただ

けると我々委員としては参考になるかと思います。 

 

会長：事務局は準備していただいてよろしいでしょうか。 

 

事務局：はい。 

 

会長：では他にどうでしょうか。ないようですので、次の議題「②基本構

想」について事務局は説明よろしくお願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：それでは資料１０ページをご覧ください。「Ⅱ 

基本構想（案）」の「第１章 将来像」です。「みんなで育む 笑顔輝く 

ずっと住みたいまち」。この部分につきましても前回の第３回審議会で示

した内容になります。下に将来像の基本的な考え方を記載しておりま

す。中段辺りの文章に「市民※と行政のそれぞれが自らができる役割を

担い」とありますが、前回の審議会の中で委員から「市民」の定義を

はっきりさせた方が良いというご意見をいただきましたので、市民の定

義を注釈で記載させていただいております。みよし市自治基本条例にお

いて、「市民」の定義を「市内に住む人や学ぶ人、働く人、市内で活動し

たり事業を行う個人、法人、団体」としています。本計画におきまして

も、市民の中には市内に住む人や学ぶ人、働く人、市内で活動したり事

業を行う個人、法人、団体が含まれるということで、定義を示させてい

ただきます。 

１０ページの右側では、将来像の「みんなで育む」、「笑顔輝く」、 

「ずっと住みたいまち」にはどういう想いが込められているのかをそれ

ぞれに分けて説明しております。 

１１ページをご覧ください。第２章では基本目標を示しております。将

来像の実現に向けて６つの基本目標を掲げております。これも前回の審

議会でお話ししましたが、前回から変更している部分があります。それ

ぞれの基本目標に、「人育て」、「生き生き」、「安全安心」、「魅力」、「自然

環境」、「快適」というキーワードを示しております。これが前回の資料

では、例えば「人育て」では、「子育て・教育・文化」という分野別の名

称を付けていました。今回は特徴的なキーワードを付ける形で見直しし

ています。 

基本目標３をご覧ください。「基本目標を達成できたときの姿」の２つ目

の「地域における「自助」「共助(互助)」の取り組みが進み、市民の防火

意識・防災意識が高まり、地域防災力が向上しています」となっており

ます。これは前回の審議会で委員からご意見があり、市民の立場から言

うと、「互助」の意味合いが強いということでしたので、「共助（互助）」

と併せて記載しております。 

また、基本目標５と基本目標６の順番を今回入れ替えています。基本目

標５に「自然環境を守り未来へつなぐまち」、基本目標６に「快適で暮ら

しやすいまち」としました。入れ替えたのは、将来像の最後は「ずっと

住みたいまち」で締めくくっているので、基本目標の最後も「快適で暮

らしやすいまち」の方がその意味合いが強いと思いますので、それに合

わせて基本目標の順番を変えさせていただきました。 

「基本目標６ 快適で暮らしやすいまち」の基本目標を達成できたとき

の姿の最後は、「働く場所の確保と定住が進むとともに、市外からの移住

者が増え、市の人ロは堅実に伸びています。」となっております。前回の
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審議会で、雇用の確保に関する要素を入れた方が良いのではないかとい

う意見をいただきましたので、「働く場所の確保」と記載しています。 

資料１２ページをご覧ください。「第３章 まちづくりの進め方と計画の

体系」になります。「１ まちづくりの進め方」では、まちづくりにあた

り、３つの考え方を実践することにより、６つの基本目標の達成と将来

像の実現を推進していきます、としています。３つの考え方とは、「(１)

市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり」、「(２)市民に開かれ

た効果的・効率的な行政運営」、「(３)安定した財政運営」であり、それ

ぞれの考え方の下に「まちづくりの進め方」を記載しております。前回

は、「まちづくりの進め方の目標」としていましたが、委員より「進め方

の目標」というのは表現が適切ではないという意見をいただきましたの

で、「まちづくりの進め方」に改めました。 

「（１）市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり」の「まちづく

りの進め方」の３つ目について、「行政は、協働のまちづくりの課題や目

標を市民と共有して」の部分を加えさせていただいております。市民が

まちづくりに参画しやすい環境を整える前に、まずは協働のまちづくり

の課題や目標を市民と共有することが重要ではないかというご意見をい

ただきましたので、それを反映しております。 

「(２)市民に開かれた効果的・効率的な行政運営」の「まちづくりの進

め方」の１つ目について、「行政は、分かりやすい情報の公開と透明性の

確保並びに庁内での情報の共有を図るとともに、市民からの意見や提言

などを広く聴き、まちづくりに生かします。」としています。この部分に

ついても、前回の委員のご意見を踏まえて、「庁内での情報の共有」とい

う文言を追加させていただいております。 

「(３)安定した財政運営」については、前回の審議会では「持続可能な

安定した財政運営」としておりました。「持続可能な財政運営」というタ

イトルがあまり適切ではないというご意見を委員よりいただきましたの

で、バランスの良いということを意識し、「安定した財政運営」という考

え方に改めさせていただきました。 

資料１３ページをご覧ください。計画の体系を載せています。基本目標

５、６が前回の審議会の時と入れ替わっておりますので、ご確認いただ

きたいと思います。 

 

事務局(副主幹)：資料１４ページ「第４章 土地利用構想」について説明

をさせていただきます。 

１４ページの土地利用の「基本的な考え方」ですが、本市の限られた区域

の中で、土地を貴重な資源・財産として、今後を見据えて持続可能なまち

の発展と市民の豊かな暮らしの実現を目指した、調和のとれた土地利用を

図り、市としての活力がある土地利用を進めていくこととします。 

右側の「２ 主な用途別土地利用の考え方」ですが、ここでは大きく４つ

に区分しております。「住宅地」については、本市は今後およそ３０年後

の２０４７年頃まで人口が増え続けると見込んでいることから、必要とな

る住宅用地の確保を図るとともに、既存の市街化区域内での、周辺の土地

利用の状況と比べて利用の程度が低いなどの「低未利用地」の活用促進を

図っていきます。 

「工業地」については、今後の産業振興に向けた取組を進め、積極的な企

業・産業の誘致に向けた用地の確保や誘導を進めます。新たな用地につい

ては、既存工場の隣接地や物流の強みを生かしたインターチェンジ周辺や

幹線道路の隣接地などをその候補地と考えています。 

「商業地」については、前段の表現を少し改めさせていただきました。前

回の資料では、年間商品販売額に関することを記載しており、他の土地区

分と記載内容の均衡がとれていなかったため、既存商業集積エリアの保全

やさらなる小売業の促進を図ること、また今後の人口見込みに対応した
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スーパーやレストランなどの生活利便施設の配置を進めていくという内

容に改めさせていただきました。また、後段では、こうした生活利便施設

の立地誘導のエリアとして、交通の結節点となる駅周辺などを位置付ける

ということを記載しています。 

「農業地」については、その他の用途の土地利用との兼ね合いを考慮しつ

つも、一団の優良農地については、農業の振興地域として保全していきま

す。 

資料１５ページをご覧ください。「土地利用方針」については、本市の中

で一団のまとまりとしての面で捉えた６つの「ゾーン」、そして市内で核

となる箇所については点で捉えた５つの「拠点」、市域を広域的観点で通

る線で捉えた２つの「骨格軸」として、その方針を捉えています。 

各内容については、前回の資料から大きく変更しておりません。しかし、

１６ページの骨格軸のうち、広域幹線軸については、鉄道も広域的な連携

手段を担うものではないかという委員からのご指摘を受け、名古屋や豊田

方面への通勤・通学や人々の交流を支える名鉄豊田線を広域幹線軸（鉄

道）、東名高速道路と一般国道１５３号を広域幹線軸（道路）と位置付け

ております。 

１４ページから１６ページの左側の内容を図化し、みよし市の形に当ては

めたものが、１６ページ右側の「土地利用構想図」になります。この土地

利用構想図は、土地利用方針に基づいて、さまざまな取組により形成され

る将来のまちのイメージを概念図にしたものです。この構想図について、

位置や配置関係が分かりにくいという委員からのご意見がございました

が、あくまで市全体の「まちの概念図」として捉えたものとなりますので

ご理解いただきたいと存じます。なお、位置関係の具体的な内容について

は、総合計画策定後に作成する都市計画マスタープランなどの個別計画で

明確にしていくこととなります。 

土地利用構想について、劇的に何か大きく変わるということはありません

が、構想図について特徴的なポイントを簡潔に説明させていただきます。 

１点目として、交通の結節点となる駅周辺のまちづくりの観点ということ

で、日常生活に必要なサービスが享受できるような「にぎわい（商業地）

ゾーン」の位置付けを拡充し、その周辺には「くらしゾーン（住宅地）」

を位置付けることで、現在の三好ヶ丘地区の住民の世代交代の住み換え用

地や親世代との同居、親の世帯の近くに住む、いわゆる近居のための住宅

用地としたり、人口増加に対応する受け皿として駅からの徒歩圏内のエリ

アを住宅地として設定していくこととしています。 

２点目に、市役所を中心としたにぎわいや都市拠点の観点として、構想図

の真ん中に赤い丸を落としたエリアですが、アイ・モール・イオン三好、

図書館学習交流プラザなどが立地するエリアを「都市中心拠点」とし、に

ぎわいと交流を創出する複合的な都市機能の集積を図るとともに、「にぎ

わい（商業地）ゾーン」の一部で土地の建物の階数を増やすことのできる

高度利用などによって魅力ある都市空間が創造できるようにし、本市の顔

づくりを進めます。 

３点目として、現在のなかよし地区やみなよし地区の市街化調整区域のよ

うなところの一団の住宅地形成の観点として、「ふるさと居住地ゾーン」

を設定しています。これは、市外からの人の流入や既存住宅地との一体性

を考慮し、親の住宅との近居や、多世代で過ごすことのできる居住環境が

確保できるようにし、地域において人の循環が図られるような居住地ゾー

ンを設定していくということです。「ふるさと居住地ゾーン」は、昨年開

催しました「地区まちづくり懇談会」の中で、旧来からの行政区の意見と

して、新たな住宅地ができて、人の循環が図られるようになると良いとい

う意見があったため、改めてこのゾーニングをしております。 

最後に、本市の産業振興や企業の立地に向けた観点として、東名三好イン

ターチェンジを中心に「産業・流通拠点」として位置付け、新たな産業、
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企業誘致を図ることとし、既存工場の隣接地や幹線道路など交通の利便性

を生かすことのできるエリアで産業の促進や誘導を図ることとします。既

存の工業地も含めて「ものづくり（工業地）ゾーン」としています。 

 

事務局（企画政策課長）：資料１７ページをご覧ください。「第５章 地域

別構想」の部分です。地域区分の図は前回も示しましたが、名称について

説明します。各地域の呼称について、前回の審議会で委員から、「親しみ

やすい呼び方が良い、あたたかい感じのする名称の方が良い」というご意

見をいただいております。 

また、前回の審議会の中で「きたよし、なかよし、みなよし」という名称

は公募ではなかったのかというご質問がありましたが、審議会の場ではす

ぐお答えできませんでしたが、調べたところ、この名称は公募ではありま

せんでした。審議会の中で決定された名称でした。このため、今回も４地

域の名称については、審議会の中で決めていただけたらと思い、今回、案

１から案５までを用意しています。 

案１は、第３回審議会でお示ししました、ほぼ中学校区をベースとした区

域分けをしているため、各中学校の名称と合致した地域名称を使用しては

どうかと考えております。「三好丘地域、北地域、三好地域、南地域」が

案１です。 

案２は、親しみやすい現行計画の名称を基本的に踏襲するものです。Ａ地

域については、三好ヶ丘第一、第二、第三地区、三好ヶ丘中央土地区画整

理事業として開発された地域であり、この地域の行政区の名称の多くに

「おか」が付くため、「おかよし」という名称を使ってはどうかと考え、

「おかよし地域、きたよし地域、なかよし地域、みなよし地域」としたも

のになります。 

案３は、これも親しみやすい名称である現行計画を基本的に踏襲するもの

ですが、Ａ地域の名称については、鉄道駅を核とする土地区画整理事業に

より開発が進められてきた地域であるため、この地域の特徴の駅を採用し

て「えきよし」としたものでございます。「きたよし地域、なかよし地域、

みなよし地域」は同じになっております。 

案４は同じく、親しみやすい現行名称を踏襲し、Ａ地域の名称については、

同地域を北の玄関口として「人々をひきつける交流のまち」としていくと

いう将来展望を表し、かつ現行計画の「きたよし」から派生した印象も与

えることから「きてよし」を考えさせていただいております。また語呂も

よいことから「きてよし地域、きたよし地域、なかよし地域、みなよし地

域」という考え方が案４でございます。 

案５は、現行の「きたよし、なかよし、みなよし」はそのままとし、Ａ地

域の名称については、三好ヶ丘第一、第二、第三地区、三好ヶ丘中央土地

区画整理事業として開発された地域であることと、この地域の行政区の名

称の多くに付く「三好丘」を採用して「三好丘地域」としたのが案５でご

ざいます。 

それぞれの行政区は下に参考で付けさせていただきました。資料の説明が

終わった後、地域の名称について審議会の委員の皆さんでご協議いただけ

たらと思っております。よろしくお願いします。 

 

事務局(副主幹)：資料１８ページの「２ 地域別別構想」を振り返ってい

きます。名称については暫定的な仮称を採用させていただいております。 

まず「三好丘地域」になります。地域の特性を踏まえて、地域の将来像を

「人々をひきつける交流のまち 三好丘地域」としました。その要素とな

る「まちづくり構想」の内容として、「北の玄関口としての機能」、「良好

な居住環境」、「地域活動拠点」、「大学との交流・連携」を挙げております。

前回からの変更点として、「①地域の特性」の最後に「高齢化が急速に進

行する地域」と記載があるにもかかわらず、「③まちづくり構想」におい
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て、高齢化に対応する記述がないという委員のご指摘を踏まえ、「北の玄

関口としての都市機能」の３つ目に「高齢社会に対応した暮らしを支える

生活機能が充実し」という記載を追記させていただきました。三好ケ丘駅

周辺は、駅の南西部が一部市街化調整区域ということもあって、駅が近い

という魅力や土地の潜在的な可能性が十分に生かされていないという意

見もあったことから、こうしたエリアに店舗や診療所などの機能をもつ施

設を誘導できるようにし、有料老人ホーム・軽費老人ホームなどの立地に

より北の玄関口としての都市機能を高めていこうとするものです。また、

健康的に生きがいをもって暮らすことのできる活動の場として、今後、整

備されるみよしの地区拠点施設での世代間交流や市民活動が活発になる

ことを将来の視点として、まちづくり構想の一つに掲げております。 

１８ページ右側の「北地域」になります。地域の特性を踏まえて、地域の

将来像を「緑と史跡・文化を大切にするまち 北地域」としております。

「整備された良好な居住環境」、「史跡・文化の活用」、「自然との調和」、

「大学との交流・連携」、最後に「産業基盤」を挙げております。前回か

らの変更点として、本地域に「産業・流通拠点」があるにも関わらず、ま

ちづくり構想の中の見出しの項目に前回まで「産業基盤」がなかったこと

から、その項目を追加させていただいております。この地域は根浦地区を

はじめとして良好な居住環境や史跡・文化、自然的な資源などさまざま要

素をもった地域ですので、これらを生かしたまちづくり構想としておりま

す。 

続いて１９ページをご覧ください。「三好地域」になります。地域の特性

を踏まえて、地域の将来像を「みよしの顔 となる機能的なまち 三好地

域」としております。「まちづくり構想」として、「みよしの顔にふさわし

い都市中心拠点」、「居住機能」、「水と緑を生かした遊歩道のネットワー

ク」、「果樹産地」、「産業基盤」を挙げております。特に前回からの変更点

はありません。この地域の特徴として、都市中心拠点として、公共施設や

医療・福祉機能などの都市機能の適正な配置誘導やこれらを利用する市民

のための公共交通ネットワークが整備された、中心市街地や国道１５３号

沿線での店舗の立地促進により生活利便施設が立ち並び、にぎわいや人々

の交流があるまちとしています。この他、特徴的な要素として、三好公園

や保田ヶ池公園などの大規模公園が配置されていることからそれらを結

ぶ緑道などの資源を活用したネットワークや市の特産物である果樹産地、

こうした強みを生かしたまちづくりを進めるということとしています。 

最後に１９ページ右側の「南地域」になります。地域の特性を踏まえ、地

域の将来像を「地域力を生かした元気なまち 南地域」としております。

「まちづくり構想」では、「ふるさと居住機能」、「地域力」、「優良農地の

保全・地産地消」、「自然との調和」、「産業基盤」を挙げております。こち

らも前回からの変更点はありません。この地域の特徴として、「ふるさと

居住地ゾーン」において、新たな一団の区域において、多世代の居住や親

世帯との近居が可能な住環境の創出により、新たな人の循環や世代間の活

性化につなげて、この地域の特徴である地域力や交流が今後も盛んなまち

とします。また、一団の優良農地も多いことから、それらを保全する中で、

本市の特産であるかき・なし・ぶどうなどの果樹や野菜など営農環境を保

ち、地産地消が図られ、こうした居住環境による地域力、営農、自然、産

業の多面的機能を強みとして、そうした要素を積極的に進めることとして

います。 

資料２０ページの「第６章 人口の見通し」をご覧ください。ここでは、

第２回審議会で検討していただいた「将来人口の見通し」について、振り

返りと確認をしていきたいと思います。基本構想の目標年である２０年後

の２０３８年を人口６万５，０００人とし、また、基本計画の目標年であ

る１０年後の２０２８年を６万３，７００人と見込んでいます。この基と

なる考え方として、全国的な人口減少や超高齢社会を見据えた対策を講じ
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るため、本市においても全国の動向に合わせ、「みよし市まち・ひと・し

ごと創生 人口ビジョン・総合戦略」を平成２８年３月に策定しておりま

す。 

「人口ビジョン」における、１人の女性の生涯に生む子どもの数となる合

計特殊出生率の維持、出生や死亡、転入・転出の社会移動率の維持などと

いった将来人口の考え方や推計方法は踏襲し、基準人口については、平成

２９年４月とした時点修正を加え、総合計画の人口見通しをたてておりま

す。第２次総合計画において、先にお示しをした将来像や基本目標の実現

を目指していく中で、２０３８年の将来人口を６万５，０００人とすると

いう見通しとしています。 

２０ページの左側では、過去の実績と今後の見通しとしての推計値のグラ

フを、またその下の表では、４つの地域に区分した場合の見通しを示して

おります。右側の人口ピラミッドは、上段が１０年後の基本計画の目標年

次、下段が２０年後の基本構想の目標年次となっていて、面で色が塗られ

ているのが２０１７年時点の現状で、左が男性、右が女性となります。そ

れぞれの表の中で、目標年次が男女とも実線で示してあり、人口構成と見

通しによる変遷が分かると思います。上のグラフでいきますと、現在の年

代のピークとなっている４５歳～４９歳の階層が、１０年後には５５歳～

５９歳のシニア世代となり、下のグラフの２０年後には、６５歳～６９歳

のシルバー世代となり、全体としては現在よりは、将来、各世代の人口構

成が多少平準化されるという見通しとなっております。 

資料２１ページをご覧ください。ここでは２０ページでご覧いただいた人

口について、０～１４歳までの「年少人口」、１５～６４歳までの「生産

年齢人口」、６５歳以上の「老年人口」の割合を示しています。左の図の

市全体では、今後、年少人口の割合は大きく変わりませんが、生産年齢人

口が将来的に減っていき、老年人口が増えていくことが分かります。老年

人口を生産年齢人口で割った場合、現在は、４人で１人の高齢者を支えて

いることになりますが、２０３８年には、２．５人で１人の高齢者を支え

ることになります。左下の表は、４つの地域ごとの年齢３区分別の割合を

示しており、右側ではそれをグラフにしております。グラフから読み取れ

る特徴的な要素として、市全体の高齢化率は現在１７％となっております

が、これは、市の平均より三好丘地域が若い世代であることの特徴として

市の平均を下げた中での市の全体で１７％となっています。しかし、現在、

４０歳代、５０歳代が多いことから、将来的には、三好丘地域の高齢者の

割合が他地域と比較して急速に進展し、市の平均の２５％に近い２６％ま

で進むと読み取れます。 

資料２２ページの「第７章 計画における財政運営の考え方」をご覧くだ

さい。ここでは、総合計画で掲げる将来像や基本目標を実現するために展

開される施策を進めていくための財政運営の考えを記載しています。前回

の資料にはこの項目はございませんでしたが、総合計画に掲げる取組分野

を今後進める中で大切な要素となるため、７章の部分を追加させていただ

きました。具体的な財政見通しは、社会経済情勢や為替変動などの行政経

営以外の要因に本市は大きく左右されることから、その予測は難しいとし

ながらも、毎年行う具体的な各年度の事業内容を明らかにした実施計画に

おいて、事業の財源の裏付けとなる事業の優先順位などを行いながら、財

政調整基金や各目的別基金を活用する中で、予算との連動を図りながら計

画的に各施策を進めていくという考え方を示しております。 

「第８章 総合計画の進行管理」では、基本構想や基本計画で定めた事柄

を着実に実施していくための進行管理について記載しています。総合計画

では、市民と行政が一体になって、本市が目指す方向性を明らかにすると

ともに、基本計画の取組分野で目標指標、数値目標を設定し達成状況を可

視化するようにしていきます。その可視化に向けて目標指標は、毎年目標

指標の進捗を確認する中で、その達成状況や成果の評価・検証を行って、
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この結果を公表していくことで市民と情報を共有し、具体的には事務事業

評価によるＰＤＣＡサイクルを回していきます。なお、総合計画の基本計

画は、社会経済情勢の変化などに対応しながら、現実的な取組に向け、基

本計画の計画期間の中間年となる５年で見直しを行うものとします。下の

図における外側の大きなサイクルが該当します。実施計画については、向

こう３年間の取組内容を示すとともに、予算の裏付けを確認しながら、毎

年度見直しをしていきます。下の図の内側のサイクルが該当します。この

ように、総合計画に盛り込んだ内容を実現していくための環境として、進

行管理を実施し、将来像や基本目標の実現を目指していくものとします。

以上長くなりましたが、基本構想全体の説明とさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

 

会長：それでは基本構想につきまして、ご意見ご質問はございますか。範

囲を区切りながら、該当するところでご意見、ご質問をいただきたいと思

います。最初は１０ページの第１章から、１３ページの第３章までの間で

ご意見やご質問がございましたら受け付けたいと思います。 

 

天石委員：資料１１ページの「第２章 基本目標」について、基本目標

３に「互助」を入れたと事務局から説明がありましたが、地域における

「自助」「共助（互助）」となっています。互助が括弧で示してありま

す。気になるのは、市が出している福祉関係の計画では、「自助」、「共

助」、「互助」とそれぞれはっきり分けて整理してあります。同じ市が出

している資料で区分が違う、定義が違うというのはいかがなものでしょ

うか。話し合っていただけないでしょうか。 

 

会長：事務局お願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：「互助」を追記させていただいた部分は、防災に

関して表しています。防災の場合ですと、「自助」、「共助」という表記を

しておりますので、この部分を変えるはできないため、「互助」という考

え方もあるという意見を踏まえて括弧で追加をさせていただきたいと思

います。 

 

政策推進部長：前回のご意見として、福祉関係では、「自助」、「共助」、「互

助」、「公助」の４つが一般的であります。みんなで支え合う仕組みを「共

助」と言いますが、それを「互助」と「共助」に分けているという格好に

なります。地域の皆さんにとっては、お互い助け合うのは「互助」です。

防災において、我々が地域の皆さんにお願いしておりますのは、「自助」、

「共助」、「公助」です。「共助」という部分では、福祉でいう「互助」と

同じ言い方でやっておりますので、前回の委員のご指摘を受けて、「共助」

に「互助」を含める格好で表示させていただきました。 

 

会長：よろしいでしょうか。他にございますか。 

 

清田委員：細かいお願いですが、１１ページの基本目標１の１番下のとこ

ろで、「市民が気軽に学び、文化・芸術に親しめる環境」の中にスポーツ

を入れていただきたいと思います。１３ページの計画の体系の中には、「健

康でいきいきと暮らせるまち」の中に健康づくりスポーツが入っていま

す。１５ページにおいても、「健康・文化・交流拠点」というところで「市

民がスポーツや文化活動などに親しむことができ」とあり、スポーツとい

う言葉がありますので、１１ページの基本目標１にも入れていただきたい

と思います。 
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新谷委員：総合型地域スポーツクラブというのがみよし市にはあって、あ

の活動というのは、スポーツを通して人づくり、まちづくりということが

言われているので、「人育て」というキーワードの中に、スポーツを入れ

ていただいけるとよいと思います。 

基本目標１の「基本目標を達成できたときの姿」のところで、「市民が気

軽に学び、文化・芸術に親しめる環境となっています」となっていますが、

人を育てるというのは、今回の計画の中でも重要だと思っています。１０

ページの将来像の基本的な考え方の中に、「市民の誰もが潜在的に持って

いる郷土に対する誇りや愛着を醸成し、『みよしを愛し』、『みよしを誇り

に思い』、『みよしを育てる』」とありますが、こうした当事者意識をより

一層高めようという人作りをすることが目的になってきます。気軽に学ん

で親しめる環境というということだけではなく、学びの中で出てきたみよ

しへの愛着や役に立ちたいとか、そういった「人作りの原動力が育まれて

いきます」という文章を、最初の考え方につなげられるとよいのではない

でしょうか。 

同じ場所の１番上に子どもたちに関して書かれています。子どもたちの笑

顔と元気な声が、どういう人たちによって育まれるかいうと、学校や地域

や家庭だと思います。「家庭、学校、地域が、」という文言を加えると、当

事者感が出てよいと思います。 

 

会長：事務局よろしくお願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：新谷委員からのご意見について参考にさせてい

ただき、検討させていただきたいと思います。 

清田委員からのご意見ですが、「人育て」のところにスポーツを入れると

いうご意見だったと思いますが、１３ページの計画の体系をご覧いただき

ますと、スポーツは、「健康でいきいきと暮らせるまち」に含めています。

「生涯にわたって健康に暮らせるようにしよう」という取組方針の下に、

地域医療体制、健康づくり、スポーツ、生きがい・働きがいを取り入れる

ことで考えています。確かに、スポーツが人育てに貢献しているというの

は分かりますが、スポーツと直接書いてしまいますと、この体系との整合

性が分かりにくくなってしまうので、このままとさせていただきたいと思

います。 

 

清田委員：基本目標２の方に、スポーツというキーワードを入れることを

検討されるということですか。 

 

事務局（企画政策課長）：基本目標２でスポーツを記載するのは、整合性

が取れているので良いと思います。確かにおっしゃるとおり、スポーツの

分野が人育てにも共通しているとのは分かります。 

 

清田委員：スポーツを教えている中で、スポーツは青少年の健全育成の面

もあります。スポーツは、青少年の健全育成として言葉を入れていただき

たいと思います。 

 

酒井委員：「文化」とした場合、そこには芸術もスポーツも入りますが、

文化と芸術を並列してスポーツだけを記載しないのはおかしいと思いま

す。文化のみの表記とすれば、芸術もスポーツも含めて考えられると思い

ます。 

 

政策推進部長：スポーツについては、生涯学習と人作りといった面が多分

にあると思いますし、もう１点は健康づくりの面があります。どの面で取

り上げるのかということになってくると思います。健康づくりの側面でス
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ポーツを取り上げるのか、文化、生涯学習の面で取り上げるのか、私ども

の方で検討させていただきたいと考えております。 

 

会長：スポーツには２つの側面がありますので、２箇所に入れることも含

めて検討いただけたらと思います。 

 

三宅委員：スポーツについては、学校教育にも体育があり、当然教育の中

に体育は含まれているわけですから、色々なところに出てくるよりは、私

はこのままでもよいと思いました。ただ、皆さんのご意見に従いたいと思

います。 

 

会長：分かりました。今のご意見も含めて、事務局にスポーツの位置付け

を検討いただくこととします。他にご意見などございますか。 

 

田中委員：１２ページについて、また文言に関して細かいことを申し上

げて申し訳ないですが、まちづくりの進め方のイメージ図があります。

６つの基本目標の下に、「まちづくりの進め方に対する基本的な考え方」

として、「(１)市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり」があり

ます。これはその通りだと思います。問題は次の「(２)市民に開かれた

効果的・効率的な行政運営」です。市民に開くといくことは、実は「効

果的・効率的な」ということと一致せず、矛盾しています。市民に開く

ということは効率性とは全然違う、むしろ正反対です。効率的な行政運

営というのは、「（３）安定した財政運営」にくっつくような話です。効

果的・効率的な行政運営によって財政を安定させていくという考え方で

す。民主主義の基本となるような市民セクターを、効率的・効果的な行

政運営にくっつけるのはちょっと日本語として誤解を招きかねない。「市

民に開かれたまちづくり」としてはどうか。こうした審議会もできれば

一般市民が傍聴に参加できるような時間帯を選んで、もう少し本当の意

味で開いていくということをやってほしいです。ご検討いただくよう、

よろしくお願いします。 

 

会長：他にございますか。 

 

冨樫委員：１０ページの将来像の基本的な考え方の中の文章の「通勤・通

学の利便性が高く」という言葉に私はすごくひっかかります。その前の

ページのアンケートから見ると、交通の便が悪いということがたくさん出

ているので、ここで「利便性が高く」という言葉を入れてよいのでしょう

か。 

同じページに「自主自立した持続可能なまちづくり」とありますが、２ペー

ジの「（２）地方創生の推進」の中では「自律的」という感じが使われて

います。意味は同じではないかと思いますので教えてください。 

 

会長：事務局はどうでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：「じりつ」に関しまして、２ページの「自律的」

は、国が使用している文言をそのまま引用しております。１０ページの「自

主自立した持続可能まちづくり」は、「立つ」という字を使っております

が、どちらを使っていくか確認してまた改めてお示ししたいと思います。 

通勤・通学の利便性については、市民の意見と、１０ページの将来像の基

本的な考え方は矛盾してしまうのではないかというご意見でした。１０

ページでは、みよし市の立地条件が恵まれていて学校や仕事に行くのに非

常に恵まれた位置関係にあることを表現したかったのですが、確かに言葉

だけみると、通勤・通学の利便性が高くと読み取れるため、表現について
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は整理してみたいと思います。 

 

鰐部委員：１２ページの「まちづくりの進め方に対する基本的な考え方」

は、お金が少なくて済むように、市民の皆さんにお話を聞いてまちづくり

をしますというように受け取れます。ということは、現状維持で、このま

ちはこれ以上発展させることもないし、新しく開拓することもない、そん

な風に感じとれます。この３つの考え方を見ますと、お金が少ない、少な

いからやめましょう、市民が参加すれば責任は市民の皆さんにあります、

というような感じで受け止めるわけですがいかがでしょうか。もう少し夢

をプラスアルファしたらよいと感じます。 

 

会長：事務局のお考えはいかがでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：鰐部委員のおっしゃる通り、もう少し夢のある

部分を盛り込んだらどうかということですが、第３章の「まちづくりの進

め方」は、６つの基本目標と将来像を実現していくために、市が意識して

進めていかないといけない考え方を入れております。計画の中でもっと夢

のあるものをという部分は、別のところで示していくので、ここのまちづ

くりの進め方の部分では夢のある表記がされていないということをご理

解いただきたいと思います。 

 

会長：他にございますか。 

 

鰐部委員：関連ですが、夢は別のところで作っていただけるということで

すが、「まちづくりの進め方」の３項目だけで「みんなで育む 笑顔輝く 

ずっと住みたいまち」になるでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：６つの基本目標の推進を達成していくために、

この３つの考え方をもって進めていきたいということです。この３つの考

え方で将来像の実現を直接目指すわけではなく、６つの基本目標が中心に

なってくると思っております。 

 

鰐部委員：はい、ありがとうございました。プラスアルファしたいのは、

今日の学識ある皆様、市民参加だけでなく、専門的な学識のある人を交え

たまちづくりの構想をしていただけると、より一層効果があるのではない

かなと思います。そこを指摘させていただきました。 

 

会長：ありがとうございます。 

 

阿部委員：１１ページの基本目標についてです。基本目標５が「自然環境

を守り未来へつなぐまち」、基本的目標６が「快適で暮らしやすいまち」

となっています。先ほどの事務局の説明で順番を入れ替えたというお話が

ありましたが、いまいちその理由がよく分からなかったのでもう少し明快

に説明をしていただきたいと思います。 

９ページのアンケートで、市民も中学生も自然環境が良いからみよしに住

み続けたいという結果から、基本目標についても上位を自然環境にしたの

ではないかと思いました。この数字は優先順位ではなく、それほどの意味

はないのかもしれませんが、自然環境が良いと考える方が多いので、基本

目標５に挙げているのでしょうか。 

逆に、住みにくい理由のところで、医療・福祉サービスや交通サービスが

悪いということが挙がっているので、そういうところをもっと良くして、

より住んでもらえるようなことを考えるのであれば、自然はあるだけなの

で、快適なサービスを重点的に考えるということで、基本目標６を先にす
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るということも考えられると思います。入れ替えた明確な理由について、

お示しいただければありがたいと思います。 

 

会長：よろしくお願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：阿部先生のおっしゃる通りで、この基本目標に

は優先順位の第１位が基本目標１で、第６位が基本目標６ではありませ

ん。ただ、それでも並び順というのは考えなければならないので、こうい

う順番にした方が皆さんにより計画をイメージしていただけるというも

のを考えながらこの順番としました。基本目標５と６と入れ替えた理由で

すが、１０ページの将来像「みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち」

は、「ずっと住みたいまち」で締められています。「ずっと住みたいまち」

を実現していく主な分野が基本目標６に入ってくるとイメージがしやす

くてよいと考え、将来像の並びと合わせる形で「快適で暮らしやすいまち」

を最後に締めとして６番目に配置しました。 

 

阿部委員：自然環境をどう解釈するかです。自然環境が良いことも、暮ら

しやすい部分であると読み手としては思うのではないでしょうか。私はど

ちらでもよいですが、読む側がすんなりと、大きな目標とリンクして読め

るようにしていただければ良いと思います。やはり１つ気になるのは、基

本目標の１から６の数字には意味がないということですが、読み手として

は１番目が最も重要という意識で読むと思います。市としてどの辺に力点

を置きたいのか。６つありますが、全部一緒となってくると、目玉をどう

いうところに置きたいのかが、読み手にはなかなか伝わらないという気持

ちもしますので、ご検討いただけたらと思います。それが、効率的・効果

的なという部分なのでしょうか。お金は限られているので、限られた資本

をどういう事業に投下するのかということを、資本の集中と選択と言った

りしますが、どういう目玉の部分に集中的に資本を投下し、新たにまちを

作り上げていくのかという部分が、この基本目標の順番にも現れてくると

分かりやすくて良いと思うのでご検討いただけたらと思います。 

 

事務局（企画政策課長）：ありがとうございます。基本的に基本目標の１

から６というのは優先順位ではないと思っているところですが、先ほども

言いましたように、１から６まで並べることになりますので、基本目標１

には、１番力を入れたい部分を配置しているのは事実でございます。基本

目標の並び順は大事だと思っていますので、関連してご意見がございまし

たら教えていただきたいと思います。 

 

村上委員：１１ページの基本目標について、６つの目標は、まち全体に関

するものを挙げていると思います。その中で、基本目標４に「地域の魅力」

という言葉が出てきますが、ここでいう地域とは、「地域別構想」で出て

くる４つの地域を指すのでしょうか。それぞれの地域の魅力を高めていく

という目標であると解釈していますが、それでよろしいでしょうか。 

そうした中で、「基本目標を達成できたときの姿」については、観光資源

を活用したまちづくりとありますが、４つの地域それぞれで観光資源を掘

り起こそうという意味合いで書かれているのでしょうか。また、生活の身

近なところに買い物や外食が楽しめる場所と書かれていますが、これもそ

れぞれの地域の中で完結ができるような買い物や飲食をする場所を将来

誘致させようという考え方で書かれているのでしょうか。あまり想像でき

ないので教えていただきたいと思います。 

 

会長：事務局よろしくお願いします。 
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事務局（企画政策課長）：基本目標４の「地域の魅力と活力があふれるま

ち」の中の「基本目標を達成できたときの姿」については、地域別構想で

分けている４つの地域それぞれが関係するとは思っていません。それぞれ

の地域で、みな同じにこのようにするということではありません。 

 

村上委員：「地域」がひとり歩きして、誤解を招くことがあるという気が

しました。１番最後の地域活動については、それぞれ４つの地域が活発に

活動して、なおかつ小さな交流も盛んになってくるということだと思いま

す。産業の盛んな地域、農業の盛んな地域、それぞれの特色を生かすとい

うことだと思うので、もう少し誤解を招かないような表現にしていただく

とよいと思いました。 

 

事務局（企画政策課長）：ありがとうございます。 

 

清田委員：今の質問に関連して、１１ページの基本目標４に書かれている、

みよし市の観光資源とは何でしょうか。私は２７年間豊田で生まれ育って

きましたが、それまで豊田に行きたいと思うところはありませんでした。

そして、みよしに移って４６年経ちましたが、みよしにもないと思ってい

ます。豊田市は、近隣の町と合併して、今は小原の和紙、四季桜、足助の

香嵐渓、稲武のどんぐりの湯から茶臼山というように、観光客を集め、た

くさんの人でにぎやかになっています。みよしで何を観光資源にしてＰＲ

するのでしょうか。ぶどう狩りだとか、柿狩りだとか、具体的なそうした

観光資源を発掘した方がよいのではないかと思います。 

 

会長：事務局どうでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：ありがとうございます。みよしも認知度の高い、

低いというのはもちろんありますが、色々な観光資源があり、それをいか

にたくさんの方に知っていただけるかということでこれから取り組んで

いかなければなりません。今の農業を含めて、柿狩り、なし狩りや観光の

こともこれから検討していこうと思います。基本構想を元にこれからどう

したらよいかということで具体的な目標を立てて努力したいと思います。

ご意見ありがとうございます。 

 

会長：よろしいでしょうか。具体的なことは基本計画になってきます。 

では次のブロックに移りたいと思います。第４章、第５章（１４ページか

ら１９ページ）の中でご意見を伺いたいと思います。先ほど事務局から説

明がありましたが、１７ページの地域の名称は必ず議論しなければならな

いところです。ここについて事務局から５つの案が出されていますが、そ

れぞれ事前にも見てもらっておりますが、ご意見や感想をまず伺いたいと

思います。 

 

酒井委員：先ほどの提案を聞きますと、案５は１つだけ異質なものがある

のが明白です。案４のＡとＢは、「きて」と「きた」で１文字しか違いま

せんので非常に分かりにくい。案１は堅苦しいので、案２か案３かと思い

ます。案２が呼びやすいと思っております。 

 

会長：他にご感想はありますか。 

 

山根委員：遅れてきましたので、既に説明があったかもしれませんが、教

えてほしいのが、１７ページの地域区分の図のピンクには黒笹があって、

三好丘あおばがあって、福谷など地域が８つありますが、右下の地域区分

と行政区分の関係のＡ地域には福谷がありません。これはどういう扱いだ
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と我々は理解しておけばよいのかを教えていただきたいです。 

 

会長：事務局よろしくお願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：ご指摘の通り、福谷はＡ地域にも入っているわ

けですが、Ｂ地域に福谷の大部分が入ります。飛び地で三好丘あおばの上

の部分に福谷が一部入っておりますので、この部分は地域特性からいく

と、Ａ地域から上側の福谷だけを除くということは少し考えにくいという

ことでＡ地域に含めさせていただいたところであります。右下の表の表記

としましては、Ａ地域にも福谷の一部というような形で記載しておくべき

だと思いますので、また考えさせていただきたいです。 

 

会長：事務局は検討をお願いします。 

 

天石委員：第５章だけ何を考えて進めたのかという枕文章がありません。

なぜ地域分けするのか、地域分けしてそれをどう活用するのかの考え方が

分からない。 

ちょっと混乱してしまうのが、地域分けした「みなよし」と南のコミュニ

ティは一緒です。コミュニティと地域を分けて、どのように使い分けるか。

同じ地域を「みなよし」と言い、同じ地域をコミュニティと言い、どう使

い分けるのかがよく分かりません。いわゆる行政区があって、コミュニ

ティがあって、さらに地域に分けるということは何を思っているのか。例

えば私も福祉をやっておりますが、地域ごとに包括センターをというのは

よく分かります。それからスポーツ振興の話もありましたが、スポーツ振

興の団体を地域ごとに分ける、あるいは居場所づくりを地域別に作るとい

うのなら分かりますが、そうであれば、そういうことも含んでいるという

基本的な考え方を入れていただかないと、なぜ地域別に分けるのかがよく

分かりません。 

既にコミュニティには予算もあり、役員もいて、行事もあって進めていま

す。それを屋上に屋根を重ねるような使い方になりはしないか。どう使い

分けるかについて事務局に質問したいです。 

 

会長：コミュニティと地域について役割と違いをご説明ください。 

 

政策推進部長：新しい総合計画で地域分けをするとき、現在の「きたよし、

みなよし、なかよし」の３つの地域を、今回は４つの区域に分けるという

提案をしています。これにつきましては４つの地域というものは、これか

ら中学校区をベースにまちづくりを進めていきたいと考えています。 

４地域というのは、中学校区を単位に１つの生活圏を作っていただくとい

う思いから、新総合計画では、従来の３地域を４地域にして、４地域で特

色ある地域を作っていきたいということで提案させていただいています。

確かにこの資料には、なぜ４地域にしたのかを書いていませんので、過去

の審議会資料まで遡らないと分かりにくくなっていますが、この中に入れ

るかは考えさせていただきたいと思います。 

 

天石委員：コミュニティがあって、さらに地域に分けているので、３地域

でも４地域でも同じことです。なぜ地域に分けているのでしょうか。無意

味ではないでしょうか。今、説明していただいたような枕にあたる部分が

５章の下にいるのではないですか。コミュニティがあるのになぜ地域を分

けたのか。中学校区でと説明されましたが、中学校区が変わってしまった

ら地域も変えるのでしょうか。なぜ地域に分けるのかという基本的な考え

方を追加してもらいたいです。 
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副市長：ありがとうございます。１７ページの枕の部分に考え方がないと

いうご指摘をいただきましたので検討させていただきたいと思います。 

コミュニティとそれと学校区、概ね小学校区が１つのコミュニティとなっ

ておりまして、中学校区が４つそれぞれあるわけです。行政がそれぞれの

地域特性を生かしてそれぞれのまちづくりを進めたいということで、地域

別構想というものを作っておりますので、そのことを分かりやすく、なぜ

このように地域を分けたのかの表記を検討させていただきます。 

 

会長：ではそこを検討していただいて、次回以降お示しください。 

 

村上委員：１つお聞きしたいのですが、今現在は３つの地域になっていま

す。それぞれ「よし」が付いた呼び方になっています。私自身はこのまち

で生まれ育って、市外に１度も出たことがない、今となってはみよしの中

で少数派の人間ですが、この呼び方に馴染んだことはありません。思い起

こすと、私の頃は北部、南部、中部という名称で、そこに「三好丘」が加

わりましたが、三好丘には、ひばりヶ丘、三好丘旭や三好丘あおばなどが

ありますが、一体として三好丘という認識があります。このため、個人的

には案１が、１番馴染みがあって良いという気はします。 

天石委員も質問されていますが、あくまでも行政が運営上この方が便利だ

ろうということだと思っております。住民の意識と将来、少しずれが生じ

ると思います。これを押し付けようとずれが生じる恐れがあることを懸念

します。あくまでも行政サービスをより効率良く行うためにこの区割りが

必要ということは何となく知っていて、ただ住民の感情とは少しずれがあ

ると思いますので、決して押し付けるのでなく、我々の福谷、莇生、高嶺

は北部という認識があります。また、旧住民、新住民の方にはそれぞれ思

いがあると思います。あくまでも行政サービスを実現するための区分と限

定して明確にした方が、住民感情との齟齬が少なくなるのではないかと思

います。 

 

会長：事務局は今のご意見を参考に、枕詞の部分の検討をよろしくお願い

します。名称につきましては、それぞれの思い、それぞれのご感想がある

と思いますが、市としては何らかの形に決めないと１８ページ以降に発展

していきませんので、何らかの形で決定していただきたいと思います。名

称を決めないといけないということですので、投票というか多数決という

形で決めざるを得ないと思います。その前にもう１度ご自身の感想ですと

か、何かこの場で披露しておきたいという方がいらっしゃればお聞きしま

すが、どうでしょうか。 

 

阿部委員：投票を混乱させるかもしれませんが、私は日進生まれ、日進育

ちですので外部の人間ということになりますが、外部の人間から見た場

合、平仮名はちょっと場所のイメージが全くつかないということがありま

す。漢字はやっぱり意味がありますので、漢字を見るとだいたいどの辺り

を指しているかが一目瞭然です。平仮名で見ると、全部同じように見えて

しまいます。語尾の「よし」が一緒で、先頭が違うだけですが、案２から

案５のどれをとっても同じようにチカチカして見えます。見てすぐ分か

る、目で特定できるということを優先させると、外部から見ると案１の方

がよいという個人的な感想です。 

 

三宅委員：実は私も日進に今住んでいますが、内部のみよしの方が見るだ

けなら、「きたよし、なかよし、みなよし」は非常に女性的で優しくて良

いと思います。ただ外部からだと、おっしゃったような古い名前の方が意

味が分かりやすい気もする。やはり平仮名は意味がなくなっていくように

思っています。みよし市も本当は漢字が良かったのですが、徳島に先を越
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されてしまいました。そういう意味では漢字を使った方が一般的には分か

りやすいのではないかと感じました。都市計画上はやはり漢字の方が良い

と感じました。 

 

山根委員：私は２６年前にみよし市へ名古屋市から引っ越してきました

が、その時には「きたよし、なかよし、みなよし」という名前が使われて

おり、私自身は特に抵抗はありませんでした。「きたよし、なかよし、み

なよし」というのは何年くらい使われているのでしょうか。 

 

会長：事務局よろしくお願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：「きたよし、なかよし、みなよし」の名称は、第

５次の三好町総合計画で決まりまして、平成１１年からこの名称が使われ

ています。 

 

会長：他はよろしいですか。人それぞれ色んなご感想を持たれると思いま

すが、最終的に皆さんが委員としてご判断いただきたいと思っています。

冒頭にありましたように、前回の総合計画でも審議会で決定しているとい

うことなので、今回もここで決定するということにさせていただきたいと

思います。それぞれ委員として１票を投じていただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：投票の準備をいたします。 

 

会長：皆さんが挙手でよければ、挙手にしますか。 

 

原田委員：区長会長をやっておりますので、少しお話をさせていただきま

す。村上委員からも昔の話がありましたが、「北部、中部、南部」という

話が出ました。私もその時代に生きておりますので、なんら支障はないで

すが、既に１０年以上、「きたよし、なかよし、みなよし」を使っており

ます。こういった中で、第１回審議会において事務局の説明で北部は地域

の状態が変わったから、「えきよし」という名前を出されて、第２回か第

３回で「北地域」と変更されたわけです。現状でも「きたよし、なかよし、

みなよし」と平仮名であり、よそから見ればあれかもしれませんが、市内

の文章としては既に使われていますから、できれば私はこの中で「えきよ

し、おかよし」のいずれかが私は良いと思います。今日３時から区長会長

の集まりがありますので、今日決まる名称の結果をお話しなければならな

い状況です。それぞれ個人の意見であり、皆さんの意見はそれぞれ尊重し

ますが、それだけはご理解いただいて取り組んでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

田中委員：第１回審議会でも同じことを言いましたが、これはコミュニ

ティレベルで考えないといけないことであって、行政側がやって都合上４

つに分ける。なぜ４つに分けるのか。４つに分けようというのは、我々鳥

の目で見ていることになります。でも虫の目というのがあって、住んでい

る人の意味とか価値を聞いて初めて分かりましたが、住んでいる方は「き

たよし、なかよし、みなよし」に関してだいぶ定着してきているというこ

とです。前回は公募ではなかったということですが、改めて公募をやるこ

ともできると思います。私自身は名称を決定するだけの意味、価値を持っ

ておらず、共有していないので、投票するのは失礼になる。「えきよし」

がいい、「おかよし」がいいとは言えません。「きたよし、なかよし、みな

よし」の３つはある程度定着してきているということですが、Ａ地域の名

称を決めた場合にそれが果たして２０年後に今の中学生に定着して、ちゃ
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んと残ってくれるのか。そのときには高齢化が２７％になっているので、

すっかり意味のないものになってしまうのか。 

第１回審議会で決められたものがあっという間に無効化されている状態

です。まちづくり懇談会の資料には「きたよし、なかよし、みなよし」と

書いてあります。懇談会は何回にもわたって実施されていますが、それは

関係ないということになっています。仮に案１を全員が選んだとしても、

また全然違うものになる。今ここで手を挙げて決めるとのいうのはどうで

しょうか。拙速ではないでしょうか。もう少し時間を置いた方がよいと思

います。名前って簡単に考えますが、そこに暮らしがあるわけで、そこに

は意味や価値があります。やはり長い間暮らしてきた方のお話が聞きたい

です。 

 

副市長：この地域については、それぞれコミュニティ単位でちゃんとまと

まっています。ここの例えばＡ地域については、３つのコミュニティで

ちょうどまとまっております。北地域は１つ、みなよし地域も１つ、なか

よし地域は３つです。それぞれコミュニティとしてまとまっているので、

地域の区分について市民からおかしいというようなことは聞いたことは

ありませんのが、今回、土地区画整理が行われたＡ地域については、新規

の部分だから地域を分けようと最初にご説明を申し上げて、皆さんそれに

対してはご意見がありませんでした。今後の行政としての進め方を含めた

中で、こういった分け方をさせていただきたいということですので、それ

は拙速だという感覚ではございません。 

 

田中委員：その時は、私は「えきよし」と聞きました。そういう中で議論

していましたが、今回、Ｂ、Ｃ、Ｄも含めた全体を変えようというのはど

のような理由なのでしょうか。 

 

副市長：公募ではなかったこということと、「えきよし」については仮称

ですので、今回、再度提案させていただきました。ここで最終的に決めた

いというご提案でございます。 

 

田中委員：ここで、ですね。 

 

副市長：はい。 

 

会長：第１回審議会から名称は仮称になっていると思います。 

 

田中委員：ＢもＣも仮称ですか。 

 

会長：仮称だったと思います。 

 

田中委員：資料を見ると、案１だと「北地域、三好地域、南地域」とい

う３つも含め、全て変わるということですね。 

 

会長：結局地域の区分が変わるので、４つの区分の名称自体がすべて仮

称だったということです。 

 

田中委員：Ａを決めるのは、これは仮称だったので分かります。Ｂ、

Ｃ、Ｄについては先ほどのご意見では、わりとずっと使ってきていると

いうことなので、案１となった場合には変わってしまうことになりま

す。 

 

会長：その通りです。 
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田中委員：それはちょっと早い気がします。 

 

酒井委員：私たちの頃は先ほど村上委員が言われた通り北部小学校の区

域は北部、中部小学校の区域は中部、南部小学校の区域は南部でした。

それで昭和４８年に天王小学校ができ、５０年に三吉小学校ができ、平

成の初めに三好丘小学校ができました。それまでは３小学校で１中学校

ということでやってきました。北部、中部、南部というのは我々の世代

の中では定着していますが、その後、ずっと「きたよし、なかよし、み

なよし」という形にしています。北が人口的にも行政的にも大きくなっ

て、それを２つに分けるということで、旧来的な部分を元のきたよしに

して、新しい名前を何にするかということだと思います。教育の中では

不易と流行があります。変えてはいけないことと、時流に合わせて変え

ていかないといけないことがあります。現状が変わった中で、どう変え

ていくか。「きたよし、なかよし、みなよし」にしてあったものを、また

変えるというのは市民感情からしてそれは絶対おかしいと私は思ってお

ります。個人的な意見です。今日は案１でもめたので、「おかよし」なの

か、「えきよし」なのかそういう部分で提案されたらもっともめなかった

と思います。田中先生の拙速というのも感じないわけではないですが、

先に進めていくために必要であればここで決めてよいかなと思います。 

 

会長：進め方として、できればここで決めさせていただきたいと思いま

す。 

 

田中委員：Ａの名前を決めればよいですか。 

 

会長：私が説明を受けている中では、「きたよし」のままとなる地域と、

名称が変わる地域が出てくると思います。「なかよし」、「みなよし」はそ

のままで、今後使う名称によって、旧の呼び名と現の呼び名で逆にこれ

でいうと、Ｂの地域が混同する可能性がある。だから前回出てきたのが

案１だと思います。これはその混乱をなくすために行政サイドの考え方

だと思います。前のものと混同しないように一気に全部変えてしまおう

という考え方から、確か案１が出されたはずです。全ての地域の名称を

変える案と、Ａの部分の名称を変える案が提示されているという経緯

だったと思います。今色々議論していただいたので、それを踏まえてこ

の５つの中から選んでいただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

それぞれご意見が感情的に違うところがありますので投票でお願いした

いと思います。よろしくお願いします。無記名になりますか。 

 

事務局（企画政策課長）：無記名でお願いします。 

 

会長：投票の仕方で注意する点があれば説明してください。 

 

事務局（企画政策課長）：今お配りした中で、案１～案５が書いてありま

すので１番左側の列に丸を付けていただけたら結構です。 

 

会長：無記名で１箇所どこかに丸をつけてください。時間の関係もござ

いますので、結果は後で集計したものをご報告いたします。 

それ以外の部分で、ご質問やご意見はございますか。 

 

山根委員：みよしの人口の見通しについて、２０ページの表を見ると、４

つの地域の中で人口が結果的にかなり増えているというのが三好丘地域

で、後の３地域はあまり変わっていません。そういう見通しがありますの
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で、私としましては地域別構想の「（仮称）三好丘地域」の地域の特性の

中に、「引き続き人口増加が進む地域」という文言を入れてほしいという

気がしております。３千人以上の人口が増えるということはどう考えても

５００から６００戸程度の家が建つということですので、家が建っても整

備された良好な住居環境が維持されているというようなニュアンスでご

検討いただきたいと思います。 

 

会長：事務局でご検討ください。他にありますか 

 

天石委員：第４章の土地利用のところで、１４ページに「限られた土地を

貴重な資源」と書いてありますが、それはその通りだと思いますが、それ

にしては１４ページの右の住宅地のところに「空き家の活用」や「空き家

の対策」という項目が出てきません。私が知るところによると空き家比率

はものすごく高くなってきています。これはどうするでしょうか。ただ土

地だけの問題ではないです。 

同じことが農業地でも言えます。「優良農地は計画的に保全する」と書い

てありますが、私が気になっているのは、耕作放棄地がどんどん増えてい

ることです。この問題を放っておくのですか。優良農地として進めて、そ

れなりのお金や労力を費やした後、今駐車場になったり、耕作放棄になっ

たりしています。貴重な資源なわけですから、活用のところがちょっと欠

けているのではないかと思います。 

今、空き家比率はどれくらいですか。また、耕作放棄地はどれくらいでしょ

うか。 

 

都市建設部長：空き家の関係ですが、今後ますます増えることが考えられ

ます。今年度の初めに、空き家バンク制度を始めました。空き家を活用し

て、同居された方、近居された方にそれぞれ購入費、リフォーム費の補助

を出す制度を作りましたが、まだＰＲが足りなくて十分活用されていない

状況です。来年度からＰＲをし、活用していただけるような制度にしてい

きたいと考えています。 

 

環境経済部長：耕作放棄地ですが、現在、農業に関しては担い手が少ない

というのは事実です。担い手に対しては色々な方策を考えて実施している

状況です。耕作放棄地についても農業委員会の中で色々と調査をして、対

策を考えています。毎年、耕作放棄地の面積を調査しながら、集積や点検

などを実施していますが、毎年、少しずつ耕作放棄地の割合は少なくなっ

てきているという状況です。 

 

会長：今、現状をお話いただいた中で、考え方の中でそのような文言を入

れていただけるかどうかを事務局はご検討ください。 

 

小嶋委員：さっきから悶々としながら聞いていたのですが、鰐部委員の

おっしゃった夢のある話をぜひこの中に入れていただきたいです。田中先

生がおっしゃった、市民に開くと効率的でないというお話がありました

が、私もその通りだと思いますが、効率的ではないが議論が起きるという

か、行政が引っ張っていくようなアイデアをぜひ入れていただきたいと思

います。 

２０ページの人口ピラミッドのところの下の部分で２点お聞きしたいで

す。１点目は１５歳～１９歳のところで尖がっている部分あります。この

尖っている山が、２０年後、３５歳～３９歳になると思いますが、女性の

人数が２０００人から２４５０人くらいに増えます。男性は、２１００人

から２２５０人に増えます。大変良いことですが、これは市の施策によっ

て増えていくのでしょうか。 
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２点目は、ここも尖ったところですが、４５歳～４９歳の方々が、２０年

後に６５歳～６９歳になるところで、女性が２７００人から２６００人で

１００人減ります。男性は２，８５０人から２，４００人に極端に４５０

人くらい減りますが、理由があれば教えていただきたいです。 

 

事務局（副主幹）：１点目の男性の突出しているところですが、本市の特

徴でもありますが、自動車製造業関係が多いということで、働き手という

観点で、どうしても男性の方が突出しているという傾向があります。 

それから２点目のピラミッドの男女のバランスですが、過去のトレンドか

ら推計したものになります。 

 

小嶋委員：特に若い世代の方を誘引するような施策があった訳ではないの

ですね。女性が２，０００人から２，４５０人に、４５０人くらい増える

のは相当のものだと思います。大変良いことだとは思いますが、子育て世

代が夫婦で入ってくるとしたら、もう少し男性の数が多くてもよいかと思

います。 

 

事務局（副主幹）：実際には自然増ということに加えて、現実的には社会

増というのがありますので、そういった特徴が顕著に出ているということ

です。 

 

小嶋委員：社会増というのは推定からでしょうか。こういう施策があった

ということではないのでしょうか。 

 

事務局（副主幹）：具体的には、やはり産業立地があります。かつて昭和

４０年代にトヨタ自動車関連の工場を誘致して基盤ができたということ

を踏まえた中で、そこの部分には過去の施策的なものがあります。それに

呼応する形で、社会増ということになると、転入、転出の中で、外からの

働き手という実態があります。過去の施策に基づくものの傾向が出ている

ということです。 

 

小嶋委員：この世代は外に出て行く世代ではないかなと思ったものですか

ら質問しました。外に出て行く世代の数が増えています。 

 

会長：市の特性上、そういった世代の方が入ってこられるということだと

思います。 

 

田中委員：上の図が典型的で、２，０１７年の１５歳～１９歳は１０年後、

２５歳～２９歳と２，５００人になる。当然、１５歳～１９歳の人がその

まま増えるわけではないので社会増ですよね。２５歳～２９歳の世代が

入ってきます。先ほど、家が増えるという話がありましたが、有配偶率が

本市の場合、若年男性は全市の内８０７位です。奥さんを持たない。です

から、女性がそれほど増えない可能性も高い。家もおそらくワンルームマ

ンションみたいな形でしょうか。さらに１０年後、４５歳～４９歳の人た

ちが、下の図では大幅に消えています。これは亡くなったわけではなくて、

故郷に帰っているわけですね。そうすると、１点注文ですが、自然増と社

会増を分けて書いていただいた方が、こちらとしては色々考えるときに考

えやすいと思います。社会増の推計値をどういう条件で入れていますか。

現状の景気で考えた場合など、色々あると思います。そのあたりの説明が

ないとこのピラミッドは、市の中で増えている印象がありますが、あくま

でも本市の特性をきっちりと見ていかなければいけない。社会増と自然増

の部分をきちっと分析していく必要があるのではないかと思います。参考

資料をいただければ結構です。 
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会長：ご意見については検討して、提示できる資料があれば次回よろしく

お願いします。 

２０ページ以降も含め、何かございましたらお願いします。 

 

山下委員：１５ページ、１６ページについてです。まず１６ページの骨格

軸ですが、駅中心部と都市中心部ということで２つ丸が書いてあります。

前回、私は駅の中心部に住んでいると言ましたが、北の玄関口であれば、

この都市の中心部と結ぶいわゆるローカル軸が重要ではないかと思いま

す。県道５４号になるのでしょうか。この地区の整備を、みよしの顔とし

て重点的に推進していく必要があると思います。他都市を見ると、「○○

通り」という名称で、非常にまちの印象が良い通りがあります。２０年間

ここに住んでいますが、ここの道路は何も変わっていません。外から来た

人が、ぜひ住みたいと思えるようなまちに見えないという印象があります

ので、ぜひここにローカル軸というのを入れていただけたらと思います。 

それからゾーンですが、将来、有効に活用できる土地、こういったものが

あるのではないでしょうか。１つが自動車産業の構造が変わってきて、

ひょっとすると、工場が空いてしまうのではないかという噂があります。

その時に広大な土地を有効に活用できるのではないでしょうか。そういっ

た将来計画もあるのでしょうか。 

それから三好丘地区に刑務所の敷地がありますが、刑務所をどう考えるの

か。微妙な問題なのであからさまには名称が出せないかもしれませんが、

そういった考え方はあるのかどうかをお伺いしたいです。 

 

事務局（副主幹）：１６ページの中で三好丘や都市中心拠点といったとこ

ろですね。今までは、県道豊田知立線を市の背骨のような形で表示をして

いました。ここの中ではそういった要素は、実際もう既に機能していると

いう事実があります。確かにおっしゃられる要素はあると改めて思いまし

た。もし入れるなら、県道を中心としたそういった要素を検討していきた

いと思います。 

土地利用のゾーニングについてですが、現段階での構想図としては、もの

づくり(工業地)ゾーンという大きなくくりの中で、そういった要素を配置

していきたいという思いがあります。 

最後に刑務所のお話がありました。確かに用地としては広大な敷地とし

て、住宅地の真ん中に存在しています。今のゾーニングの中では黄色で

塗って、くらし(住宅地)ゾーンとしていますが、具体的な表記はしていま

せん。確かにみよしの過去の歴史からすると、そういったものがあるとい

うのは非常に大きな要素ではありますので、ゾーニングの中に入れられる

かどうかは分かりませんが、歴史や背景の中で述べるということはあろう

かと思っております。 

 

会長：ここで、地域別構想の地域の名称について結果が出ましたのでご報

告いたします。出席委員が１８名いらっしゃいます。案１が４名、案２が

１０名、案３が３名、案４が０名、案５が１名ですので、合計１８名にな

ります。結果は過半数を超えた案２になりますので、審議会としては案２

「おかよし、きたよし、なかよし、みなよし」に決定したいと思います。 

時間も迫っておりますので、これ以外にご意見はありますでしょうか。 

 

阿部委員：時間も迫ってきていて、あまりしゃべらない方がよいのかもし

れませんが、職務代理者として何も発言していないのはお飾りと思われて

しまうので、たまには発言しようと思いますのでお時間ください。 

私の専門は都市地理学ですので、都市機能とか都市計画にはひときわ興味

がありますが、総合計画なので全体的に振り返って見ると、総合的という
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か悪く言うと総花的で、そういった部分が非常に強くなっています。色ん

な要素であったり、まち全体をくまなく俯瞰したりするものとなっていま

す。くまなく見て、もれなく様々な要素を入れるという部分はありますが、

また一方で、皆様、一番不満に思われているのは、限られた資本で、限ら

れた人口で今後どこに集中的に投下してまちを盛り上げていくのか。目玉

というものが埋もれてしまって見えづらいというところが多分、委員の皆

さんの総意で、そういった意見が非常に活発に出てきて、とても良いなと

思いながら聞いていました。総合計画という性格上、仕方ないとするなら

ば、重点計画の部分で目玉というものを用意していただいて、市民の皆さ

んが見て、ここをこれから重点的に進めていくという部分が見えると良い

だろうという感想を抱いています。 

道路を中心にということですが、都市地理学的な観点からいうと、人口的

に「イケイケドンドン」の時代はもうやってこないと思いますので、これ

からは人口が減っていくことを考えたときに、今、どこでもそうですが、

「コンパクトシティ」もそうですし、ちょっと悪い言い方をすると、 

「シュリンキングシティ」という縮む都市という言い方をする場合もあり

ますが、問題はどこにコンパクトにして、どこに縮むのかということです。

空間的には重要で、皆さんの意見があったように、駅をどう考えていくの

かということは非常に考えていかなければならない問題だと思います。特

にコンパクトにしたときの機能としてセットになるのは、同時に他のコン

パクト化された都市とのネットワーク化が非常に重要で、どうつないでい

くのかということが重要です。道路もそうですが、自動運転技術がどれく

らい発達するのかによって都市のあり方は変わりますが、現状では鉄道と

いうインフラが非常に重要になってきます。 

リニアで品川駅からの８０分圏、品川から名古屋は４０分、名古屋駅の機

能強化は進みますので、名古屋駅とのハブ構造というのが非常に重要に

なってきます。名古屋駅へのアクセスがどのくらいになるのか。おそらく

４０分ということになりますので、みよしはギリギリかなと思っていま

す。ギリギリ有利な立場にある、アドバンテージがあることを考えると、

名古屋駅の機能強化とセットでどう考えていくのかというと、やはり駅の

機能強化はどうしても目玉として外せないと思っています。 

機能、機能という言葉が非常におどっていますが、都市学的な観点から見

ると、都市景観もセットで、機能というのは役割ということですので、交

通機能であるとか、商業機能であるとか色々ありますが、見た目もありま

す。特に「おかよし地域」は、駅を降りたときに、ここがみよしの入口だ

というものが必要です。名古屋だと、名古屋駅を降りたらここが名古屋の

入口だと思います。やはり黒笹駅ではなく、三好ケ丘駅だと思いますので、

三好ケ丘駅を降りたら、都市景観的にもここが中心と分かるようにしたい

です。みよしの顔は、行政のこの辺りが顔になっていましたが、行政はも

ちろん中心ですが、まちの顔とか入口という部分はみよしの駅前ではない

かと思います。もちろん商業的な機能もほしいですが、ここがみよしだ、

入口だという景観整備も同時に目玉として進めていただけると、外部の人

間ではありますが、みよしは盛り上がっているなと感じると思います。そ

こに居住機能がセットで付けばよいと思います。 

空き家の話が出ましたが、シュリンキングシティもコンパクトシティもそ

うですが、同時に空き家の問題もどう解決するかが非常に今、関東でも大

きな問題になっていて、アクセスが不利な地域はどんどん歯抜けのように

なっていて、犯罪率とも関係しています。高齢者が犯罪に遭いやすくなっ

ています。そういうことが発生すると、どんどん治安の悪い地域になって

いきます。非常に大きな問題になっているので、空き家をどうするのかと

いうことと、都市で新しく開発する。黒笹の周りもそうですが、それ以外

に同時に減っていく部分、歯抜けになっていく部分をどうやって再生して

いくのか。そういった意味では中古市場の回し方というものも必要です。
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空き家バンクについては、豊田の足助では盛んにやっていて成果も出てい

ますが、本当の意味でのリアルな自然環境に住めるところとはみよしは少

し違うので、バンクというよりかは不動産業者とどう提携して、空き家情

報をすばやくつかんで、欲しい人にどんどん回していく仕組みを作るとい

うことを考える必要があると思います。 

耕作地の問題もありましたが、農家が空いたままですと、実は災害の問題

も関係してきます。空いているとメンテナンスが怠られるので、揺れたと

きにつぶれてしまいます。そういうことを考えると、農家の空き家を回せ

るのであれば、農業地とセットで耕作もできるようにしてはどうでしょう

か。家とセットで農園も手に入るというような売り出し方をするとか、本

当にもう駄目なところは条例で壊していくということをもう少し積極的

に、要するに減る部分と増やす部分を同時平行でやっていかないと、これ

からのまちづくりが厳しくなっていくのではないかと思います。災害との

絡み、効果的な財政の運営、都市計画、都市景観を含めて、基本計画の段

階で構わないので重点的に考えていただけるとよいというのが私の全体

の意見と感想です。 

 

会長：全体的な感想というか、ご意見をいただいたことも含めて、基本計

画に反映させるのか、実施計画に反映させるのかというところはあります

が、参考にしながら検討していただければと思います。 

以上で本日の議事を終了したいと思います。ありがとうございました。 

 

事務局：どうもありがとうございました。 

次回の審議会の開催予定日ですが、現段階では未定ですので、また会長

と調整した後、委員の皆様にお知らせしますので、よろしくお願いしま

す。それから皆様には審議会の委員として、平成３１年３月３１日まで

は任期としてお願いしてありますが、委員によっては審議会委員の変更

が必要になってくる場合もありますので、その場合は企画政策課までお

知らせくださるようお願いいたします。長時間に渡るご審議どうもあり

がとうございました。 

以上をもちまして、第4回みよし市総合計画審議会を閉会させていただき

ます。ありがとうございました。 

 


