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No. 該当箇所 意見元 意見内容 市の考え方 

1 

P34 

将来指標 

パブリック

コメント 

・人口推計について、趨勢の追従は施策として誤りだと考

えます。国民人口の減少に伴い、各市町村の住民の奪い

合いがはじまります。魅力的な町とそうでない町の格差

がはっきりしてきます。住民の減少は、その結果、行政

の縮小につながります。2029 年に 86000 人の見込みと

書くのではなく、例えば 10 万人都市を目指すと書くべ

きだと思います。減らさないようにするにはどうするか

ではなく、今こそ増やすにはどうするかという発想が必

要と考えます。 

・県内でも、名駅から遠く不便な長久手市、日進市、みよ

し市などは魅力的な町だとの印象があります。実態はわ

かりませんがなぜそういうイメージがあるのでしょう

か。名駅から 15 分の利便性があり、芸術大学を抱える

ような町がなぜイメージがよくないのかを分析すべき

です。このようなイメージが町には必要です。高齢者に

やさしい町も結構ですが（私も高齢者です）、それは減

少を待っているだけで、若いファミリーが引っ越しして

くるような町づくり、イメージ戦略が必要です。そうす

れば自然に駅前は活性化します。人口減が最大の課題だ

と考えます。 

・人口推計の考え方につきましては、P2「計画の位

置づけ」にありますとおり、第 2 次北名古屋市総

合計画に即して計画しております。 

・本計画は、市の都市計画に関する基本方針という

位置づけですので、総合計画で示された本市の将

来像に向け、都市計画の分野では何をすべきかを

まとめております。総合計画では、人口の見通し

を予測しておりますが、施策による目標人口とい

ったものは位置付けておりませんので、本計画に

おいても整合を図らせていただきます。 

・具体的な内容につきましては、今後、事業化にあ

わせて検討してまいりますが、P39「本市の将来的

な都市づくりの考え方」にもありますとおり、魅

力的で選ばれる都市づくりは本計画でも大きなテ

ーマとしてとらえており、駅周辺の都市づくりや、

都市農地を活用した都市づくりという重点的都市

づくり施策を位置づけさせていただいたもので

す。北名古屋市の特徴を生かして魅力的な都市づ

くりを進めることが、イメージ向上にもつながる

のではないかと考えております。 

2 

P47 

土地利用の方針 

意見交換会

(午後) 

・徳重・名古屋芸大駅の周りには商業系用途地域を指定し

ないのか。 

・徳重・名古屋芸大駅周辺は、P43土地利用の方針に

おいて、商業系市街地に位置づけており、今後の

再開発による具体的な建物用途、都市機能の導入

検討などに応じて、商業系用途地域の指定につい

ても検討していくものです。 
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3 

P71 

①徳重・名古屋芸大駅

周辺土地区画整理事

業の実施 

意見交換会

(午前) 

・鉄道の高架化を待っているだけではなく、駅周辺のまち

づくりを先に進めていくことが重要。 

・P70都市づくり施策図にありますとおり、駅周辺の

まちづくりでは、どちらが先ということではなく、

一体的な整備が必要と考えております。各事業の

整合性を図るという意味でも本計画の位置づけは

重要なものと考えております。 

4 

P71 

②鉄道の段階的な高

架化事業の推進 

意見交換会

(午前) 

・鉄道の高架化は景観的には分断要素となる恐れがある。 ・平成 21年に策定した現行の都市計画マスタープラ

ンから、道路と鉄道の立体交差化を位置づけてお

りましたが、今回の改定では、実現性も考慮しつ

つ、関係機関との協議を重ねるなかで、徳重・名古

屋芸大駅からの段階的な“鉄道の高架化”を位置

づけています。 

・鉄道を高架化することにより、渋滞解消や事故防

止など東西方向の交通を円滑化するとともに、市

中心部の一体化を目指しています。 

・災害時の危険性や治安、景観に関する点は、高架

化に対する懸念事項として、事業推進の際に参考

にさせていただきます。 

意見交換会

(午後) 

・地震災害時の倒壊の危険性や高架下における治安悪化

の不安から鉄道の高架化には反対。 

・高架にするメリット・デメリットを行政が市民に提案し

て意見集約する。 

・高架ではなく掘割式にする。 

・財政面から考えても全ての線路を高架化する必要はな

く、東西方向の軸を確保するため、徳重・名古屋芸大駅

周辺では高架化すべき。 

・徳重・名古屋芸大駅周辺の高架化を急ぐべき。 

5 

P72 

③鉄道高架下の利活

用 

意見交換会

(午後) 

・高架化しても名鉄の駐車場にしていては分断が解消さ

れない。 

・高架下におしゃれなお店が欲しい。 

・P72③にありますとおり、鉄道高架下の利活用につ

いては、市中心部の貴重な都市空間として、事業

化にあわせ利活用を検討していきます。 

6 

P69 

都市づくり施策案 

①⑥⑦ 

意見交換会

(午前) 

・駅周辺のにぎわいづくり、歩くための魅力づくりが必要 

・文化勤労会館のような人が集まる施設を駅前につくる。 

・駅前に行政機能の一部を導入することも考えられる。 

・P73⑥⑦にありますとおり、駅周辺では、土地区画

整理事業や再開発事業を検討するとともに、市全

体の観点から都市機能の総合的な管理・運営を考

え、駅周辺に集約すべき施設についても検討して

いくものです。 

意見交換会

(午後) 

・駅周辺のにぎわいのある拠点づくり。 
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7 

P74、82 

都市農地を活かした

高質な市街地の整備 

意見交換会

(午前) 

・高質な市街地の整備では、ターゲットを明確にすること

が重要。 

・P32目標⑤にありますとおり、居住先として選ばれ

る都市づくりを目指しますが、具体的なターゲッ

トやイメージについては、事業化にあわせ検討し

ていくものです。 

・「都市農地を活かした高質な市街地の整備」では、

住宅と農地が共存し、住民が農作業を楽しめるよ

うな一体的な整備を検討していくものです。 

意見交換会

(午後) 

・菜園付き住宅のような緑のある住宅地をつくるため、モ

デル地区として事業に取り組むべき。 

8 

P75 

⑩公共交通の見直し 

意見交換会

(午前) 

・駅へのアクセス性を強化（公共交通の乗り入れ等）。 

・鉄道とバス・自転車・自動車等との連携を総合交通体系

として検討（当然、歩行者優先道路システムも含める）。 

・公共交通については、P75⑩にありますとおり、駅

や主要な公共公益施設、さらには通勤手段として

市内企業を結ぶ、公共交通ネットワークの再編や

利便性の向上、利用促進について検討し、公共交

通を総合的に見直していく方針です。 

9 

P75 

⑩公共交通の見直し 

関連 

意見交換会

(午前) 

・市南部のことも考えてほしい。 

・西春駅と上小田井駅の間に駅があってもいい。 

・通勤通学利用も多い上小田井駅への接続についても考

えてほしい。 

・上小田井駅にも駅前広場が必要。 

10 

P75 

⑪未整備な都市計画

道路の整備推進 

意見交換会

(午前) 

・鉄道の利便性を活用するための道路整備が必要。 

・徳重・名古屋芸大駅を通る東西道路は学生の通行も多

く、沿道を活用できる。 

・P75⑪にありますとおり、鉄道の利便性の向上や歩

行者・自転車のための環境整備を考慮して、駅へ

のアクセスとなる都市計画道路の整備を位置づけ

ており、ご意見のような内容を具体化・実現して

いくものです。 

11 

P78 

農地の多面的な機能を

活用した都市づくり 

意見交換会

(午前) 

・農用地でない以上、第一次産業としての農業を進めてい

くことは難しいため、具体的なアプローチが必要。 

・P77にありますとおり、本市の農地を貴重な都市農

地と捉え、都市農業の振興と地域経済の活性化を

目指し、「拠点となる都市農業の振興」を位置づけ

ています。具体的なアプローチについては、事業

化にあわせ検討していくものです。 
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12 

P80 

①拠点となる都市農

業の振興 

意見交換会

(午前) 

・農育（農業スクール）として、農業のノウハウを継承。 

・子どもの農業体験から食育へとつながる。 

・後継者の育成。 

・北名古屋市の農家全体に波及させていくべき。 

・市内の都市農地との共存・共栄につながる整備を一体的に

進める。 

・バーベキュー場のように作った農作物をその場で食べら

れると良い。 

・市外からも人が呼べる集客施設の検討。 

・名古屋市等への PRが重要。 

・農地の治水機能の重要性も考慮して事業を考えるべき。 

・都市農業公園といっても整備の実現性や管理運営の採算

性などを考える必要がある。 

・誰が農地を管理して運営していくかも考える必要がある。 

・地権者も多く、まとまった土地を確保することができるか

心配。 

・農地が転用され工場が立地することもあるため、事業を考

えるのであれば土地利用のコントロールが必要。 

・P80 農地の多面的な機能を活用した都市づくりに

ありますとおり、「①拠点となる都市農業の振興」

では、これからの本市の都市農業を牽引する重要

な拠点として、農地を活かし、子育て世代や高齢

者世代を中心に市内外から多くの人が集まり、都

市農業の振興と地域経済を活性化させる、活気あ

ふれる場を作ることを目指していくものです。 

・大きな方向性として、賛成していただいていると

いう認識のもと、具体的な事業化に向けては、頂

いたご意見を参考にさせていただきます。 

意見交換会

(午後) 

 

 

・農業体験や自己消費のためだけでなく、北名古屋市で作っ

た農作物を外に売り出していく（稼ぐ）ことも考えるべき。 

・ごみ焼却場の温熱を利用した温室栽培をできるようにす

る（いちご、ブルーベリー、いちじく）。 

・レジャー農園では路上駐車が問題となっているため、駐車

場が必要。 

・食のアウトレットが閉鎖するため、その反省を活かすべき 
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・宿泊施設や入浴施設があると良い。 

・後継者育成スクールとして、市外から農業をやりたい若者

を集める。 

・農地所有者の納得が得られる活用法の提示が必要。 

13 

P87、88 

①既存企業の立地維

持に向けた検討 

②既存の産業用地に

おける空地の活用検

討 

意見交換会

(午前) 

・産業振興を図る土地の位置は、今後も続いていくものな

のか、見直しが必要ではないか。また、現行の都市計画

マスタープランに基づいて進めてきた部分とのつなが

りはどうか。 

・P87の産業系市街地の位置は、基本的に現行の都市

計画マスタープランを踏襲したものです。位置の

考え方については P85 産業振興のポテンシャルを

活用した都市づくりにありますとおり、名古屋高

速や国道といった広域的な交通体系を活かして産

業集積を図る土地を位置づけています。現時点で

は、適切な土地利用計画と考えておりますが、P2

計画の対象区域・目標年次にもありますとおり、

必要に応じて見直していくものです。 

・P88②にありますとおり、産業系市街地では既存企

業の操業環境の維持に向け、空地活用等の検討を

進めていくものです。 

意見交換会

(午後) 

・既存企業の PR（工場は今後 AI導入で人手は不要になる

のでは）。 

14 

P89 

③北名古屋沖村西部

土地区画整理事業に

合わせた企業誘致の

推進 関連 

意見交換会

(午後) 

・若い人が地元で働ける場所が必要（学校で力を入れてい

る英語やパソコンを活かせる仕事を呼び込めるか）。 

・北名古屋沖村西部地区では、新たな雇用の創出に

向けて、土地区画整理事業を施行中であり、P85産

業振興のポテンシャルを活用した都市づくりにも

ありますとおり、都市基盤の整備などにあわせ、

今後も優良企業の誘致に取り組んでいくもので

す。 

15 

P89 

④新たな産業形成に

向けた路線の検討 

意見交換会

(午後) 

・産業誘致の前に大型車が通行できるような道路整備が

必要。 

・P89④にありますとおり、産業系市街地の形成に

は、その基盤となる道路整備が必要不可欠と捉え、

整備が必要な路線の検討を位置づけています。 
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16 

P94 

①生産緑地等を活用

した公園・広場の整備

事業 

意見交換会

(午後) 

・合田の公園は現行の都市計画マスタープランでは健康

づくりの拠点になっていたか。今回は公園・広場の検討

になっているのはなぜか。 

・該当の公園は、拠点としての位置づけは踏襲しつ

つ、今後の事業化にあわせ、具体的な整備内容に

ついては、社会情勢や市民ニーズを取り込み、検

討していくものと考えております。なお、現行計

画では「交流核」という位置付けになっておりま

す。 

 

17 

P94 

②歩行者・自転車のた

めの環境整備 

③生活道路の整備・改

良 

意見交換会

(午前) 

・市域が平らであり、歩行者や自転車が移動しやすいのは

魅力。 

・歩道にも回遊性が必要。 

・市南部には快適歩行空間の位置づけが少ない。 

・歩道が狭く、自転車の通行が危険。 

・移動という面でもサイクリングロードがあると良い。 

・P91 市民の健康づくりを促進する都市づくりにも

ありますとおり、人々が安全かつ安心して歩くこ

とができるよう、歩行者や自転車が快適に移動で

きる環境を整備し、「街を歩く」ことによる健康づ

くりを促進するため、②歩行者・自転車のための

環境整備を位置づけており、さらには快適歩行空

間として本市をネットワークすることを位置付け

ております。 

・P94②にありますとおり、歩行者のみならず、自転

車道の整備や自転車駐車場の充実についても検討

してくものです。 

意見交換会

(午後) 

・夜でも安全に通れるような健康づくりのための周遊道

路があるとよい（散歩道、ウォーキングロード）。 

・歩いて暮らせるまちというコンセプトが素晴らしい。 

・川沿いだけでなく、スーパーや公園、図書館など公共施

設を繋ぐ。 

・歩道の整備だけでなく、自転車が通りやすい道がほしい

（サイクリングロード）。 

18 

P94 

②歩行者・自転車のた

めの環境整備 

 

パブリック

コメント 

県道 63号（名草線）を優先整備してほしい。 

【現状】西庁舎やスーパーマーケットへ行くためよく利用

するが、夕方は高校生の自転車通学者のマナーが悪く通行

が危険である。昨年１回、今年１回、接触事故にあってい

る。高校生への指導も必要だが、車道・自転車道・歩道の

３道路が整備されれば指摘もしやすい。安全・安心である。 

・P93都市づくり施策図にもありますとおり、主要な

区間については、快適歩行空間としても位置づけ

ているため、歩行者の安全確保に向けた自転車通

行空間の整備検討の際には、ご意見の内容も踏ま

えて検討していきます。 
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19 

－ 意見交換会

(午前) 

・北名古屋市の魅力を広く PR するため、行政による SNS

（Instagram、Facebook、Twitter）を活用した情報発信

が重要となってくる。 

・関連部署と連携しながら、本市の魅力発信におい

て、参考とさせていただきます。 

 

20 

－ 意見交換会

(午後) 

・市外からの移住者による人口の増加に対応して市営の

墓地が必要。 

・本計画策定時の現況調査では、墓地の不足などに

よる新たな整備検討などの必要性は認められませ

んでしたが、今後必要性が認められれば本計画の

見直しなどにあわせ検討してまいります。 

21 

－ 意見交換会

(午後) 

・市のイメージとして、長久手市のような若者が活躍する

ようなまちになってほしい。 

・本市の強みである「名古屋市への交通利便性」「名

古屋市近郊でなおも残されている農地」を活かし、

「駅周辺を中心としたまちづくり」、「農地の利活

用による魅力づくり」などを今後 10年間のまちづ

くりの柱とすることで、居住先として選ばれるま

ちづくりを目指していくものです。 
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－ 意見交換会

(午後) 

・人を呼び込むことが本当に幸せに繋がるのか、子どもが

外に出られるようにすることを考えるべき。 

・P34将来指標にありますとおり、将来的な人口減少

を前提とした上で、P32目標⑥のとおり、「やすら

ぎやゆとりのある都市づくり」を都市計画の目標

の一つとして掲げており、子どもや高齢者を含め

誰もが安全に安心して街を歩くことができる都市

づくりを目指していきます。 

 


