尾張旭市立地適正化計画（素案）に対する御意見と市の考え方
１
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３

意見募集期間
令和３年１２月６日（月）から令和４年１月４日（火）まで
意見の数
６名（３２件）
意見の内容と市の考え方
御意見

市の考え方

７－３－３．南北を結ぶ公共交通ネットワークの連携強化
現在の名古屋市営バスで志段味～藤が丘方面を南北に運行している路線の内、
駅に乗り入れていない路線を駅ロータリーまで引き込むべき。これによって南
北のアクセスが劇的に改善し、市内中心部から藤が丘方面へのルートが印場経
由で完成する。かつての森林公園ゴルフ場～藤が丘駅の名鉄バスルートを復活
1 できる形になる。
瀬戸市コミュニティバスのこうはん線西山町バス停から若干迂回させて、新た
な三郷駅ロータリーまで乗り入れてもらえば便利になる。
晴丘バス停は南北と東西の結節点となっている。現状ではバス停が分散されて
いるが、バスターミナルとまではいかなくても、屋根付きの総合的な乗り場を
整備し、シームレスな乗り継ぎを促進するようにすることもよいかと思う。

公共交通相互の連携強化や円滑な乗り継ぎ環境の
向上を図ることは、本計画がめざす「歩いて出か
けたくなるまちづくり」の実現につながるものと
考えております。
いただいた御意見については、今後の具体的な取
組の検討において、参考とさせていただきます。

７－３－５．持続可能な地域公共交通サービスの確保
あさぴー号の継続的な利用のためには、運行経費の増大を防ぐ必要かつ、気軽
に乗れる仕組みが必要。
収入確保のためには１００円均一である必要はなく、１００～２００円程度の
対距離制の運賃へのシフトも課題であり、乗り継ぎ割引等の 利便性向上も兼
ねてＩＣカード 導入も将来的な課題であろう。名古屋高速と同じ発想で、対
距離運賃はＩＣカードのみで、現金は２００円均一で。
2
回数券をポイント還元に変更、定期券販売に対するコストや用紙の削減による
環境対策や、８０歳以上の無料利用等への不正利用対策のためにも、ＩＣカー
ドへの収れんは費用以上の効果があると推察される。
労災病院や東部市民センター等、市内の公共施設へのアクセス確保のため、オ
ンデマンド形式でのあさぴー号の導入も検討課題であり、既存の枠に捕らわれ
ないアイデアも必要。雨天時は尾張旭駅～文化会館 北・名古屋産業大学・晴
丘（長久手高校）等の短距離利用も決して無視できない。

将来にわたり移動ニーズにきめ細やかに対応した
地域公共交通サービスを提供するためには、収入
確保につながる取組、時代に応じたサービス形態
の提供等の継続が重要であると考えております。
いただいた御意見については、今後の具体的な取
組の検討において、参考とさせていただきます。
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「尾張旭市人口ビジョン」では、「３ めざすべき将来の方向 これまでの分析
から、尾張旭市のめざすべき将来の方向を示します。 ⑴ 将来の人口の目安
p.63 の 2060 年までの人口推計におけるケース４（出生率 2.07 までの回復
及び転入 数の維持）の人口（約 79,000 人）が実現されることで、人口規模
の維持だけでなく、 生産年齢人口の維持及び高齢化率の低下につながるた
め、これを本市においていきいきとした社会が実現されるための人口の目安と
し、様々な施策を実施します。」（同ビジョンｐ６８)と述べている。
つまり、人口ビジョンは社人研に準拠した「ケース1」ではなく、独自に
「ケース4」を選んでいる。これを受けて第2期総合戦略では、以下の記述があ
る。
「尾張旭市人口ビジョンは、総合戦略の実現に向けた施策の企画立案の際に、
基礎的な情報を提供するものです。また、人口の動向を分析することによっ
て、本市の現状や特性、 課題について把握し、それらを踏まえて、今後目指
すべき将来の方向と人口の将来展望を示すものです。 本市では、第1期市総合
3 戦略と同様、平成28（2016）年3月に策定し、国の長期ビジョンの期間と同様
の令和42（2060）年までを対象期間としており、国立社会保障・人口問題研究
所の推計期間である令和22年（2040）を中間点として位置付けています。」
（第2期尾張旭市総合戦略ｐ１）
ところが、素案は社人研データが基になっている。
素案ｐ５では、「将来推計」として、「・国立社会保障・人口問題研究所の人
口推計によると、本市の人口は令和27年度には約15％減少すると想定されてい
ます。・令和27年度の年齢3区分別人口割合を見ると、生産年齢人口は約50％
（平成27年度比：約0.7倍）、年少人口は約11％（平成27年度比:約0.7倍）、
老年人口が約39％（平成27年度比:約1.3倍）になると想定されています。」
人口の将来推計の記述はこれのみで、「第3章 立地適正化計画の基本的な方
針」の記述に進んでいる。
素案はなぜ、社人研の人口推計を基にするのか。本市の総合戦略は上述のとお
り、人口ビジョンから施策の方向を出しているのに、整合性がないのではない
か。国の指示によるものか？
住民基本台帳上の本市の人口は84,084人、36,407世帯である（2021年11月）。
これは第5次総合計画の平成35年度（2023年度）84000人とした計画人口をすで
に突破していることになる。ところが、素案ｐ５の図「人口・世帯数の推移及
び将来推計」には、令和2年度79,998人、33,109世帯となっている。約4千人の
4 ズレがあるのだが、この将来の人口推計の差はどう見ればよいのか。先に見た
人口ビジョンのケース4に比べて、素案では社人研予測を採用することにより
人口減少が大きく見えてしまい、対策が適切でないもの、過大なものになりか
ねない。総合戦略と立地適正化計画とで、計画の基本となる人口予測が異なっ
ており、市はこれで整合性のあるまちづくりができるというのだろうか。
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都市計画運用指針により、立地適正化計画におい
ては、国立社会保障・人口問題研究所が公表して
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ます。

御意見

市の考え方

大雑把に言って、本市はもともとコンパクトであり、改めて「都市施設の集
約」や「居住の誘導」は必要ない。公共交通についても、素案は、「市内の多
くの地域が徒歩や自転車等でアクセスしやすい」状況と述べている。居住誘導
本市の居住誘導区域は、市街化区域のほぼ全域で
5 区域を「土砂災害特別警戒区域及び工業地域を除く市街化区域の全域」とした
ある約９３％としております。
ことは、妥当と思う。人口減少率が約15％とｐ５のグラフにあるが、この程度
の減少ならば「コンパクト化」は必要ない。ｐ３６の全体図における、市街化
区域に対する居住誘導区域の割合は何％なのか。
御意見をいただいた当該地域については、引き続
都市機能誘導区域の拠点設定は名鉄瀬戸線４駅である。本地ヶ原町など矢田川 き、地域の生活利便性の向上を図るとともに、公
6
以南には、「拠点となる核」がないのであるが良しとする。
共交通の利用促進とサービス水準の維持・向上に
資する取組を進めてまいります。
本計画の策定により、自治体や民間事業者等が行
う都市機能や居住環境の向上に資する各取組に対
居住誘導区域、都市機能誘導区域それぞれに、誘導措置として予算措置や金融
し、国の財政・金融等の支援の活用が可能となり
7 措置があると聞くが具体的にはどのようか。運用はいつから行うのか。三郷駅
ます。
前再開発などの既存の開発計画にはどのように作用するのか。
本市の都市基盤整備事業においても、必要に応じ
て各種支援事業の活用を検討してまいります。

地域住民相互のつながりや絆を深め、地域活動を
ｐ４５，「交流拠点機能」について、本市独自の機能として設定するとのこと 支える中心的な場の存在が必要であると考え、多
8 だが、具体的にはどういう施設のことを言うのか。中央公民館や地域の公民 くの市民が集い、様々な活動や交流ができるよう
館？
な空間に資する施設を幅広く「交流拠点施設」と
して想定しております。
誘導施設として位置付けた公共施設は、公共施設
ｐ４６，「拠点ごとの都市機能誘導の考え方」において、本市が図書館や体育
の再編整理の方向性と整合を図りながら、都市機
9 館などの公共施設を重点的に維持・確保していくとあるが、連携中枢都市など
能誘導区域内での維持・確保に向けた取組を進め
他市町との連携のなかで廃止することはないということか。
てまいります。

3/8

御意見
10

市の考え方

上記のとおり、誘導施設として位置付けた公共施
都市機能誘導については、公共施設等総合管理計画における施設面積の削減目
設は、公共施設の再編整理の方向性と整合を図っ
標との関係はどうなるのか。
てまいります。

本計画は、居住や都市機能の緩やかな誘導による
本素案には市街化区域および市街化調整区域の見直しや変更等についての記述
立地の適正化を図るための方針を定めたものであ
11 がありません。「市街化区域の見直しをするのかしないのか」等々、このこと
り、御意見をいただいた事項について記載する予
についての明解な記述を求めます。
定はありません。
本計画における居住誘導区域は、土砂災害特別警
本素案３６頁の「図 居住誘導区域全体図」では、各戸（軒）別に区域内か区 戒区域及び工業地域を除く市街化区域の全域とな
12 域外なのかの判別が出来ません。明確に判別できる詳細な図面の掲載を求めま ります。
す。
なお、詳細な図面については、別途作成し、周知
を図ってまいります。
ｐ５２，安全で快適な歩行ということでは、文化会館と第2駐車場を結ぶ前田
13 橋に歩道部分がないので、橋の拡幅による歩道設置または東側に人道橋を設置
するべきである。
いただいた御意見については、今後の具体的な取
組の検討において、参考とさせていただきます。
14

居住誘導区域外からの移住促進を図るべく、区域外の現住居地と、区域内の換
地（土地交換）について方策を提示しては如何。

都市再生特別措置法により、居住誘導区域及び都
本素案では名古屋市保育短大跡地「平子町北地内市有地」について言及されて 市機能誘導区域には市街化調整区域を含めないこ
15 いません。この市有地に関する立地適正化計画における（扱い）見解を求めま ととされており、平子町北地内市有地は、市街化
す。
調整区域に位置することから、本計画では言及し
ておりません。
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立地の適正化は、居住誘導区域と都市機能誘導区域を如何に調整・指定するか
という計画だと思いますが、私、７５歳になれば免許証を返納しその後の健康
寿命を長く保ちたいと考えている高齢者でして、その立場でコメントさせてい
ただきます。
この両区域・地域を上手く調整、連携させる為には、その地域間を密に結ぶ
交通が重要になると思います。
地域指定が先かそれらを結ぶ交通が先にありきかは、ニワトリが先か卵が先
かの議論ではありますが、「結ぶ交通手段」としては素案の３－３に書かれて
いますように基幹公共交通としての名鉄瀬戸線と国道３６３号系のバス路線が
先ずあると思います。この交通手段は幅広い市民の通勤・通学の足、及び生活
交通となっていますのでこれらの交通手段があった上でその周辺に地域を指定
展開するのか、それとも地域指定した上で新たにそこに鉄道又はバス路線を引
くのかは別途議論して貰えば構いませんが、私たち高齢者にとってより頼りた
いものは、ここでも謳われている「補完的な公共交通サービス」である市営の
「あさぴー号」なのです。私たち高齢者は「補完的」ではなく「基幹交通」と
して捉えています。そして都合のよいことに「あさぴー号」は、地域指定の前
に存在しなくとも、地域指定後にその計画、開発の進捗状況に合わせて柔軟な
輸送網をそれら指定された地域に後追いで敷くことが出来る交通道具です。
第３章の初め3-1解決すべき課題■交通ネットワークの視点 公共交通の維持
16 に書かれていることⒶと、3-2立地適正化計画におけるまちづくりの方針の基
本指針3：交通ネットワークの視点 では「歩いて出かけたくなるまちづく
り」として書かれていることⒷは正に私の期待しているところであります。
しかしⒶの記載は、現在の公共交通サービスを「将来にわたって維持」するだ
けと読み取られかねませんので、「将来にわたって維持・発展」とし、交通
サービスの現状維持だけではなく、更なる便利性の向上も目指す表記にして欲
しいです。
また、Ⓑにつきましても、文章の締めくくりが「利便性を堅持します。」と
なっていますが、「堅持する」とは現状を頑なに守ると解釈されますので「発
展」させるような表記にされることを望みます。
と言いますのは、高齢者にとっての「あさぴー号」は、居住誘導区域と都市機
能誘導区域を交通連携させる基幹公共交通的な存在です。鉄道とか国道363号
系バス路線のような土地利用に先んずるものではないですが、補完的であって
も土地利用の後追いで融通の効く交通手段であります。
ただ現状は2ルート両回りのみで、多くの住居区域、拠点を経由して都市機能
区域と結ばれていますが所要時間が各1運行1時間半と長く不便な面がありま
す。これをもっと利用しやすく、つまり少ない住居区域と拠点、都市機能区域
を短系統、短時間で循環する新たな系統を将来プラスして欲しいのです。それ
を望んでいますので、「あさぴー号」の現状維持で足りるような書きっぷりで
は困るのです。
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第3章の立地適正化計画の基本的な方針では、市営
バス「あさぴー号」をはじめ、名鉄瀬戸線、国道
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御意見

市の考え方

第7章にある交通ネットワークに関する施策、更には7-3-3南北を結ぶ公共交通
ネットワークの連携強化にいたっては何を目指しておられるのかさっぱり判り
ません。まだ3章の書きっぷりの方がましです。7章には、「(市営補完)路線を
17
更に充実する」とか「尾張旭市交通基本計画とも整合性を図りつつ居住誘導区
域と都市機能誘導区域を短時間で結ぶ利用しやすい路線(交通ネットワーク)を
も検討の上充実する」といったことを書かれたら如何でしょうか。

生活利便性の高い都市を将来にわたって維持して
いくには、基幹的な公共交通軸（名鉄瀬戸線・国
道363号のバス路線）の維持・確保だけではなく、
これらを南北に結ぶ公共交通ネットワークの更な
る強化や安全で快適な道路環境の整備も併せて必
要であると考えております。
いただいた御意見を踏まえ、「7-3-3.南北を結ぶ
公共交通ネットワークの連携強化」の冒頭に上記
の旨を追記します。

本計画（素案）の作成に当たっては、関係施策と
の連携を図りながら総合的に検討するため、 土地
「検討会議」の構成員が少なすぎます。尾張旭のことをよく知っている人（た
利用、商業、福祉、子育て、交通等の各種関係団
18 とえば自治会長など）や市民を構成員に加え、市民目線での意見が出される会
体の方々に策定検討会議の構成員として参加いた
議にすべきだと思います。
だいており、専門的な見地に加え、市民としての
御意見についても併せていただいております。
「検討会議」の議事録を拝見しましたが構成員の発言は各回８、９回です。全 本計画（素案）の作成に当たっては、策定検討会
19 く議論になっていません。これでは結局、事務局が作成した（案）を認めるだ 議の構成員の皆様から様々な観点での御意見をい
けの会議になってしまっている感があります。
ただきながら検討を重ねてまいりました。
本計画（素案）の作成に当たり、策定検討会議の
この「計画」は市の計画としては上位に位置するものです。「案」ができてか 構成員の皆様からは、専門的な見地に加え、市民
20 らパブコメを集めるだけではなく、できれば中学校区単位で住民に意見を聞く としての御意見をいただいたほか、パブリックコ
場を持つくらいしてもいいのではないか。
メントを通じて市民の皆様からの御意見をいただ
いております。
人口減少等が進行する中、効率的な行政サービス
将来推計人口（人口減少、高齢化）に対応できる「計画」にすること。これま を提供していくには、一定の都市機能を集約する
での計画は成長を前提にした計画ではなかったでしょうか。この点についての 都市のコンパクト化が必要であると考え、その旨
21
徹底した総括を加えるべきだと思います。具体的な計画は市民から要望を聞く を本計画策定の目的に記載しております。
べきです。
また、市民の皆様からの御意見については、パブ
リックコメントを通じていただいております。
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本計画において駅周辺を拠点として設定している
ことは、上位計画である尾張旭市第五次総合計画
と整合が図られております。
なお、本計画では、居住地から利用しやすい場所
に立地していることが好ましい施設については、
引き続き、地域全体で維持・確保を図っていくこ
ととしております。

22

名鉄の駅を中心にした「開発計画」（まちづくり）は考え直す必要がありま
す。駅付近まで出かけてこなくてもいいまちづくりはできないでしょうか。

23

駅中心のまちづくりをすすめるならば、駅までくる交通をもっと便利にすべき いただいた御意見については、今後の具体的な取
です。
組の検討において、参考とさせていただきます。

24

森林や田畑等の農地、河川やため池といった水辺
等の自然資源は、本市の大きな魅力であると考え
ております。
今後も居住環境の維持・向上を図るため、秩序あ
る市街地の整備や、緑や水辺の保全を進めてまい
ります。

緑豊かな街をめざしているなら、これ以上農地を減らさないようにすべきで
す。

本計画において、行政機能は他の基幹的施設との
本地地域のまちづくりをどうしたらいいのかを検討する必要があります。新池
連携の上、都市の中枢機能を果たしていく必要が
25 ふらっとに市役所的機能を持たせてそこに副都心をつくるようなイメージはい
あることから、都市機能誘導区域内で維持・確保
かがでしょうか。
していくものと考えております。
三郷地域のまちづくりについては、現在進めている開発計画を一時ストップし
て持った広範囲でのまちづくりが進めていけないでしょうか。今の開発計画は
26
それこそひと昔前に発想された計画ではないですか！いまの時代に合った開発
計画だとは思えません。
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三郷駅周辺の整備は、尾張旭市第五次総合計画や
都市計画マスタープランの位置付けの下、事業化
に向けた取組が進められており、本計画において
も整合を図り、記載しております。

御意見

市の考え方

立地適正化計画による誘導（届出制度の運用等）
と従来の土地利用規制等を融合した新しいまちづ
くりの下、長期にわたる計画期間内で緩やかに誘
導を図りながら、おおむね5年ごとに効果の検証や
７－１－６にある、届出制度とすることで、どれだけの効果があるのでしょう 計画の見直しを行うこととしております。
28
か。
27 緩やかな誘導で、どれだけの効果があるのか理解できません。

６－２－２において、誘導施設の設定があります。
通所系介護施設や保育所を、誘導施設に設定しないのは良いと思いますが、高
齢者が通所系介護施設に近在すること、子育て世帯が保育所に近在すること
29
は、社会的な効率を考えると有利となるため、高齢者向け市営住宅やグループ
ホーム、子育て世帯向け市営住宅などを施設周辺に配置すると良いと思いま
す。

通所系介護施設や保育所は、住み慣れた地域や住
まいで安心して暮らし続けられるよう、居住地か
ら利用しやすい場所に立地していることが好まし
い施設として、地域全体で維持・確保していくも
のと考えております。

３－３－２に、公共交通ネットワークの記述があり、名鉄瀬戸線と国道３６３
号が大きな軸と、捉えています。瀬戸線については、各駅を中心とした検討内
容が示されていますが、国道３６３号にはありません。
30 駅を交通結節点と捉えた上で、国道３６３号には、それが無いのか？と考える
と、そうではなく、四軒家交差点、晴丘交差点が該当するように思えます。四
軒家交差点は名古屋市との境界になりますが、名古屋市とも協力し、これら２
つの交差点の周辺環境整備を推進することも必要です。

国道363号沿線は、引き続き、地域の生活利便性の
向上を図るとともに、公共交通の利用促進とサー
ビス水準の維持・向上に資する取組を進めてまい
ります。
いただいた御意見については、今後の具体的な取
組の検討において、参考とさせていただきます。

健康づくりという尾張旭市の特徴を伸ばすために、ウォーキングなどの軽い運
動を、無意識に取り入れて生活するよう誘導する、都市構造を検討して欲しい
31 です。
具体的には、通勤・通学・買物などで日常的に使う道が、遊歩道やサイクリン
グコースのようになっていると良いです。

（上段意見31の補強になりますが）今後、地球温暖化対策のためにも、移動手
段を、自家用車から公共交通へ大きく誘導していく必要があると考えます。そ
32
のために、歩行者が歩きたくなる広い遊歩道を、駅などを起点に整備すること
や、通勤・通学・買物に、普段使いする自転車道の整備なども必要です。
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いただいた御意見については、今後の具体的な取
組の検討において、参考とさせていただきます。

