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別記様式(第2条関係) 

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議会 会議録 

審議会等の

名 称 
平成２８年度 第３回 瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議会 

開 催 日 時 平成２９年１月２３日（月曜日) 午後２時００分 から 午後３時３０分 

開 催 場 所 瑞穂市役所 穂積庁舎 ３Ｆ 大会議室 

議 題 

（１）瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業の進捗及び今後の将来像に

ついて 

（２）地域啓発イベントの実施・検討状況について 

出 席 委 員 

欠 席 委 員 

＜出席委員＞ 

会長 岡村 明夫、荒深 友良、河野 秀明、近藤 真章、坂本 淳、 

所 俊彦、藤井 忠直、 

＜欠席委員＞ 

川治 勝之、関谷 均、佐野 蒔子、千葉 聡司、若山 美穂、 

中村 俊実、武藤 行義 

【オブザーバー】 

 岐阜県 都市政策課、都市整備課、公共交通課 

公開の可否 

(非公開理

由) 

 可 

傍 聴 人 数  ２人 

審議の概要 

 

開 会 

【司会】 
それでは定刻となりましたので、第 3回、瑞穂市 JR穂積駅圏域拠点化構想協議会を

始めさせていただきます。委員の皆様には、ご多忙の中ご出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。協議会の開会にあたり、瑞穂市 JR穂積駅圏域拠点化構想協議会

岡村会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会長のあいさつ 
お忙しい中、ご参集をいただきましてありがとうございます。この協議会ですけども、

本日は 3回目でございます。着々と前には進んでおりますので、私が気がついた点など

を、少し申し上げたいと思います。私は昭和 23年生まれ、18歳のときが昭和 41年、そ

のときは 18歳人口が最も多かった年で、249万人いました。それが 3年前の昭和 89年、

2014年に 118万人。半世紀 50年で半減以下になりました。このままいくと、早晩、18

歳人口、100万人切ります。それから日本の人口も、早晩、1億人切ります。どんどん

減っていきます。私の身近の例ですけれども町内班は、これも完全にいわゆる限界集落、

登校の児童もおりません。高齢者ばかりです。そういう限界集落が、日本の各地で増え

ていきます。 

でも、この瑞穂市は、棚橋市長が前に言いましたように、若い人たちが少しずつ増え

てきている。多分、全国でも希有な街だということです。それを確実なものにするため
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に、また、後世の世代の方たちに、ちゃんとした土地、それから世界、財産、その他を

浮き上がらせるためにも、この拠点化構想協議会を進めていきたいと考えております。

ちょっと雑駁な挨拶になりましたけれども、皆様方、今年もどうぞよろしくお願いをい

たします。 

【司会】 
岡村会長ありがとうございました。 

それでは、ここからの議事進行は、岡村会長にお任せをいたします。 

岡村会長、よろしくお願いいたします。 

 

【議題１】ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業の進捗及び今後の将来像について 

【会長】 
それでは、本日の次第 3、議事の議題に入りたいと思います。 

今日、皆様方に協議していただくことが 2点ございます。まず 1点目は、JR穂積駅圏

域拠点化構想の進捗状況及び今後の将来像について。これについては、現況整理の追加

等もあるようでございますので、その点も踏まえて事務局からの構想の説明をいただい

たあと、委員の皆様方からのご意見をちょうだいいたしたいと思います。もう一つは、

ロードマップの考え方についても説明を聞いたあと、ご意見等を賜りたいと思います。

では、事務局の方から三つのテーマごとの基本方針・基本目標、構想図等についてご説

明をお願いいたします。 
 

（配布資料① ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業の進捗及び今後の将来像について 

基本方針・基本目標及び構想図（案）について説明） 

  

【会長】 
ありがとうございました。多岐にわたった項目をきちんと説明していただきました。

どれを取っても難しい面があると思いますが、委員の皆様方からご意見を承りたいと思

います。どんなことでも結構ですが、いかがでしょうか。 

 

【Ａ委員】 
本当に様々な提案をいただいて、様々なかたちでこれから進んでいくということを予

感できます。やはり駅があるということ、あるいはその周辺というのは、私は非常に住

みたいと、非常に潜在的な魅力が大きいんじゃないかと思います。やはりにぎわいとい

うことで、最初に会長がおっしゃったように、人口というのが一番大きな問題です。ど

のようなかたちで人を集めるか、あるいは今、分散しているところを集中せるか、駅を

単なる通過する場所じゃないようにする、そういうようなかたちで進めていくというこ

とが重要かと思うのですが。 

特に今、北側、南側含めてということですが、そういったあたりの住環境の改善とい

うことに関して、どのような方向性や、ビジョンを描けばいいのか、そういったところ

について、もし考えがあれば、教えていただきたいと思います。 

 

【事務局】 
具体的なということで言えば、誰もが思うような事業を“ぽん”と挙げてしまうのは

非常に簡単なことですが、今回の取り組みの中で少し難しいと思っていることが、やっ

ぱり地元の方々との盛り上がりをいかに上げていくかというところがひとつ、これから

大きな飛躍に向けた一つの大きなステップだなと思っております。 

また、地域の方のご意見を聞いていると、このエリアは、全然昔から困ってないとい

うようなお話があります。しかしながら実は、ほかのところのエリアの人口が増えて、

今、駅前の人口が減ってきてしまっているということは、やはり選ばれない場所になっ

てきてしまっているのだという認識を、どうやって上げていって、じゃあ改善していか

なきゃという意識に持っていけるかというところが、まずは大きなポイントかと思って

います。 

また、それと同時に、先ほども挙げましたけれども、空家であるとか、空き室といっ
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たところもやはり増えてきてしまっているというのも現状でございますので、そういっ

たことに関して、国の制度とかお試し居住といった制度もございますので、そういった

ものもうまく生かしながら、若い人たちも現状でできる範囲で取り組みながら、意識の

改革を促していき、住みよい環境を作っていくといったような流れがあるのかなと考え

ております。 
 

【会長】 
ありがとうございました。今の問題は非常に大事なところですよね。私、1回目も 2

回目も申しましたが、穂積ってとっても住みやすいなあ、とても便利だなあ、名古屋に

も近いし、東京へ出るのもそう遠くない。だから、穂積はとっても便利だなあとは思う

のですが、例えば大垣駅の北口は、戸建て住宅をいっぱい作って、住めるようにした。

じゃあ、ここで同じことを全部やれるかと言いますと、なかなかできません。この間申

し上げましたように、私が例え住んでいたとしても、いいよ、俺の代は、俺の代までは

いいからそのあとでやってくれという方が、地元の方々には結構多いんですよ。だけど、

そうしていると、いつまでたっても開発が進まない、前に進まないっていうことで、わ

れわれもどうしたら活性化されたまちづくりができるかということで協議していまし

たが、住み続けたい、安全安心、快適、それから便利というところの、いいかげんにな

るとなかなか前へ進まない。どうしてもこういうまちづくりということをしても合意形

成がちょっとネックになることがあると思う。そういうのをどうやったら解決できる

か、具体的に、この問題だけではなくてもいいです。何か具体的な意見があったら、ぜ

ひお願いします。いかがでしょう。 

 

【Ｂ委員】 
たまたま昨日、岐阜高専の学生を、スクールバスを使って、穂積駅に寄らせていただ

きました。まれに見る光景ですが、バスの停留所あたりに普通にマイカーが止まって、

送迎をしている状況があります。マイカーの方々っていうのは、マイカーのほうが便利

だから、送迎に使おうと考えるようになって、それで、いろいろと規制をせずに、その

後の今のかたちになっていったのかなと思います。それが、おっしゃるとおりの活性化

を阻害する要因にもなるのかなと思っているところです。 

これは、解決策がなかなか難しいところではありまして、また、長期的な考えをして

いかないといけない問題ではあるのですが、まずはマイカーで送迎をされている方に、

ちょっとあの駅は送迎したくないと思わせるような、逆に言えば、公共の交通を使った

ほうが、意外と便利だなと思わせる。思い込みで、公共交通って不便だよねと思ってい

る人は少なくないと思います。まずバス停がどこにあるか知らない。そして、どこのダ

イヤが、どこの路線があるか知らない。そういった状況を少しでも変えるために、これ

も結構難しい承継的な問題、課題だと思いますが、意識を変えることと、それを含めて

ハード面で、マイカーを少しずつ排除することによって、駅前にパブリックスペース的

なものからできて、そこで少しずつにぎわいができるというのが、達成をしていくため

には必要なんじゃないかなと思います。 

だからまず、土地利用ですね。駅の数 10メートル、100メートルでもいいですが、そ

こから変えていかないと難しいとは思います。 

 

【会長】 
ありがとうございます。続けて大変貴重なご意見、そのとおりだと思います。開発し

ようと思ったら、やっぱり南北にバスが入らないと、公共交通機関が入らないとどうか

という気がいたしますので、その整備も、もちろん案のほうに入っていたと思いますが、

そういうかたちが本当にできないといけません。それから今、駅の北も南も両方狭すぎ

ます。それから私、前にも言いましたが、駅周辺が暗すぎる。だからぜひ、今、言った

ようなかたちで住環境の改善として公共交通機関も入れるようにしてほしい。というよ

うな貴重なご意見もいただいております。 

それから住環境に関してもう一つ、私のほうから追加させていただきたいのですが、

空家がたくさんあるから、学生を連れてきてそこに住んでもらってはどうかと考えたの
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ですが、絶対住みません。今の学生たち、プライバシーとプライベートというものを気

にしますので、1人一室でなかったら入りません。もちろん一定の期間だけ、合宿のと

きだけそこへ住んでもらうということであればできると思いますが、4年間そこに、み

んな一緒に詰め込んでという条件では入りません。そういうことも考えると、空家とい

うことでも、ある程度、そこを壊して、それから新しいものを建てるということをしな

いと、なかなか前へ進まないような気もします。 

 

【Ｃ委員】 
私もワイワイ会議に出て、あるいは都市計画マスタープランの地域懇談会を聞いてい

る中で、やはり問題視されているのは、先ほども申し上げておられたとおり、地域まで

いかに入っていくか、交通渋滞の中どう入っていくかということだと思っています。 

今回その全体図の中で、北も南も道路を広げていくという中で、そうするとますます

自動車、あるいはいろいろなものが集まると思うのですが、そのあたりをどういった仕

組みで処理していくのかということを、聞かせていただきたいというのが 1点目で、あ

と、もう一つは、先ほど地域の盛り上がりという中で、穂積駅の北と南ではちょっと違

うと思います。というのは、第 1回の会議では、確か北口のほうが、交通処理に関して

非常にたくさんの意見があったと思いますので、例えば北口を最初にやってみることに

よって、南口にお住まいの方の意識が変わるかもしれないということから、進め方とし

ては、駅の北、南、両方一遍に進めるのではなくて、まずは北口の一部を進めてみて、

地域の盛り上がりを作っていくのもどうかと思っております。以上でございます。 

 

【会長】 
ありがとうございます。確かに北口と南口と違いますね。迎えを待っている人も、そ

れからタクシーも、北ばかりですもんね。狭くて出られない、そういう状況がずっとい

まだに続いているような気がします。それから今、そういう点じゃ、駅への進入経路を

作る、国道からもそうですし、本巣縦貫道からも、駅へどうやって入るかという、駅へ

のつなぎ方というところも、大きな問題かと思います。 

その点みんな、この構想には大体盛り込まれていますけど、具体的にどう進めるかと

いうのは大変なところではないかという気がいたしております。 

 

【Ｄ委員】 
先ほど公共の交通機関を使うほうがより効果的でよいのではないかというお話が

あったのですが、地元の私たちから考えますと、公共のものは、集積度の高い都市では、

バスが何本か出ます。しかし、この穂積駅の周辺は非常に平面的で、人家も少ない。そ

うすると、公共のバスというのも非常に効率が悪くなる。だからどうしても、車に頼る

ということになるわけですね。 

今、高齢者の方が乗っているバスを見ていると、午前中に１回、夕方１回ではどうに

もなりませんね。ですから、私のほうではやはり、北側の今ある敷地のところに、近く

に車が寄ってくるから混雑するので、駅周辺に迎えに来る人たちに関しては、少し遠く

にどこか駐車場を確保して、そこまで入ってもらって、そこで待ってもらう。そして、

北側は、いわゆるタクシーとか、そういう本当の公共的な車が入るようにして、個人の

車専用の駐車場を、100メーターか 200メーターか離れたところに確保することで、そ

ちらで待機させるようなかたちにしていただかないと、車を排除するようなかたちであ

りますと、余計に駅周辺に来る人たちが減って、活性化とは逆の方向に歩いていくので

はないかというような気がしてなりません。 

私は、北から整備していただくにしても、まず駅周辺の車が入ってこられないように、

どこか遠くに場所を作っていただくことが、第一じゃないかと思います。駅の周辺に車

が寄らないことで、安全が保たれ、交通の利便性を向上させることができると思います。 

 

【会長】 
ありがとうございました。利便性ということを考えると、みんな車を持っている人が

駅の近くへ停車することができ、いいかなと思いますが、それだと今でさえ混雑してい
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るのに、それではかえって駅の活性化にならないだろうと考えたところに、迎えの車が

待機できる場所を作るというような意見も、確かに貴重なご意見だと思いました。 

タクシーとかバス、公共の主要機関だけが駅に入れるというのも一つの案だというこ

とで、そのような実験を考えていきたいと思います。 

 

【Ｂ委員】 
おっしゃるとおり、地方の公共交通、赤字なんですよね。大半がほとんどもうペイで

きない状況になっている。それで民間の参入もあり得ないような状況。 

それで結局そこからどうなるかといいますと、間引き運転ですとか、便数を減らして

くのですね。そうしたらどんどん不便になっていくわけですよね。ですから、今ちょう

ど別の会議をして、ダイヤの改正ですとか、ルートをどういうふうに選定していけばい

いのかということを調査しているところでして、そこに関して私、かかわっております

ので、少しでも、いきなり変わるということはあり得ないと思うんですよね。 

つまり、同じ時間でも、マイカーを持っている人が公共交通を使わなきゃいけないの

かとか、待たなきゃいけないのかが賛否になっているのですね。だから、それを少しず

つ変えていくということは、可能じゃないなあというふうには思ってはいるのですが、

どうしても公共交通が、マイカーにじゃまをされますと、時間的な速達性が失われます

ので、そういったところを少しでも解消するためには、おっしゃるとおり駅に速結して、

ドア・ツー・ドアで止まってもらうんじゃなくて、まあもちろんそういう方も重要だと

思うんですよね。ユニバーサルサポートサービスという、歩けない方もいらっしゃいま

すので、そういった方は例外として、健常者の方は、ちょっと遠くに車を止めてもらお

うかというようなことをすることで、少しでもその支援等々をなくしていけば、少しず

つこれまで公共交通機関を利用していなかった潜在的な層の方も変わっていくのでは

ないかなと思います。 

 

【会長】 
ありがとうございました。さまざまなご意見が出されました。駅への交通利便性の、

それから居住の関係、公共交通機関やマイカーの使い方等々につきましても、意見を

ちょうだいいたしました。基本方針 1から 3まで、これらがうまく、みんなが納得する

ようなことで改善、それから改革につながればいいなということでございます。今、出

されたご意見等につきましては、またこれらを基に検討を進めていきたいと思います。

駅周辺の利用、それから住環境の改善、公共交通機関の利便性、それから駅への全体の

マイカー規制等のいろいろな意見がありました。それから駅への進入経路等。それから

北と南をどのようにしていくか、貴重なご意見をたくさんいただいて、ありがとうござ

います。それでは、これらを踏まえまして、事務局の方から、ロードマップの考え方に

ついてのご説明をお願いいたします。 

 

（配布資料① ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業の進捗及び今後の将来像について 

ロードマップの考え方について説明） 

 

【会長】 
ありがとうございました。短期的、中期的、長期的。長期的には、20年後にはこうい

う目的、目標が達成されていればいいなということで進めていくということでございま

す。短期的に、どうしてもこの 5年間の最初のステップでやっておいていただけたらい

いなと思う点については、皆様方から意見をいただこうと思います。 

すぐにできそうなのは、街灯をつけて、もう少し街、駅の周り明るくしてほしい。そ

れから、南口のほうは、「駅前通り」というのはどちらの道になるのでしょうか。駅前

拠点事務所があるほうも両方とも街灯つけるのですか。 

それから北口もある程度明るくしてほしいです。ある程度大きな駅は明かりがたくさ

んあるので、遠くから見て、あそこが駅だなということが大体わかるんですよ。しかし、

穂積駅には明かりがないんですよ。穂積駅は、一応高架の駅になっているので、近くに

来れば、穂積駅だとわかるのですが、やはり街灯ぐらいは整備してつけて明るくしたり、
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それから駅、少なくとも駅前の広場とかは完全禁煙、分煙ではなくて禁煙にしたいと個

人的には思っています。そういった取組もこの短期計画ではできると私は思っておりま

すが、皆様方からご意見をお願いします。 

 

【Ｅ委員】 
先ほど、駅周辺が暗いというお話がありまして、実は私の娘も家から通って、駅から

少し離れたところの駐車場に行っているのですけれども、その駐車場を選ぶときにも、

その周辺の明るさとか、防犯とかそういったものは親として非常に気になるんですね。

そういった意味では、安心安全にこの駅を利用できるという環境を作るために、まず動

いていくということが、やっぱり一つの大きな、端的にすぐできるような話かなと思っ

ています。もう一つ、大体このパッと見ると、土地利用とか建物とかいろんなものがど

んどん変わってきたりして、長期的なビジョンの中で、先にバスやタクシーの乗降場と

か、そういったものができると、駅、道の拡張とか、あるいは新たな施設を作るとか、

そういうかたちでも非常に難しいなあとか。長期ビジョンを作りながら、やはり地元の

方々にしっかりとした説明をしながら、ある程度市としても規制を定めようかといった

ことを考えて、含めて早めに手を打っておかないといけないのかなという印象を受けま

す。 

 

【会長】 
ありがとうございました。 

 

【Ｆ氏(オブザーバー)】 
多分二つぐらい、何か考える点があってもいいのかなあという気がしておりますの

は、まず一つは、2020年の平成 32年、オリンピックの年に向かって、日本中が今、イ

ンバウンドのための多言語間な対応を、国も県も挙げてやっていますので、もし観光資

源を結ぶ要素があるのならば、これは平成 32年までに取組みつつ、そのあとも生かす

という視点があるとよいのですが。ただ、瑞穂市の場合は非常に特殊で、観光資源がな

くても、人間が集まるという強みがありますので、その視点はちょっと迷うところです

けれども、西や北の観光資源に使う観点があるならば、そういったところから短期的に

取り組んでいただくというのが、上手なやり方かなというような意見が1点ございます。 

それから、公共交通が充実しているというのは、よその地域からの若者が住みにくる

大きな視点だっていうのは、もう最初のほうから会長や皆様が、おっしゃっていたとお

りでございます。例えば今、かなりタクシーに頼っていたり、あるいはこのデータにも

ございますように、パークアンドライドの月極めの車が多い。意外とキスアンドライド

の送り迎えで来る方が思ったより少なくて、パークアンドライドの方が多いんですけれ

ども、それに特化して、今、そちらのほうが便利だから、そちらに偏っているというの

が今の穂積駅の実態ですが、そちらで帰るならば、先ほどご意見ございましたように、

車が止まるところと公共交通のエリアをきれいに分けて、さらにお茶を飲んだりフレキ

シブルに座れる空間を作るべきです。 

今、駅に降りたらみんな一目散に車まで歩いていきますけれども、そういった状況で、

そういう充実を目指すか、あるいは公共交通、バスとか、デマンドのバスとかタクシー

とかいろんな手段があろうかと思いますが、それを徹底的に、例えば朝でも夕だけでも

もっと本数を 1本でも増やすなり、わかりやすいダイヤなりを設定する努力をして、そ

ちらで、穂積駅に来ればちょっと離れていても駅からバスがある、便利だからあそこに

住もうと思えるような街にするか、どちらか色分けを、重点を置くべきところをはっき

りさせてやるというのが、セカンドステップなりサードステップなりを目指してやる方

向性としてはあると思います。 

 

【会長】 
ありがとうございました。集計結果で、月極めの駐車場がこんなにあるということで

すので、少しびっくりしているんですけど、台数が結構あるのですね。ただし、ここに

置いてしまうと、結構駅まで歩くという方もありまして、ただ、具体的にＤ委員から話



- 7 - 

 

がありましたように、公共機関の中に入れるとなったら、絶対車は、マイカーはそうで

もない、今の方のご意見、はっきりもう分けたほうがいいよというご意見がありました。

その辺も考えながら、進めていきたいと思っております。 

 

【Ｇ氏(オブザーバー)】 
あくまでも参考で聞いていただきたいのですが、県内市町村の取組を、瑞穂市と比べ

てみますと、例えば、居住人口を増やすために、岐阜市とか大垣市、あと高山市では、

中心市街地活性化基本計画というものを立てまして、要は駅の周辺を都市拠点として、

そこに人をどれだけ増やそうかと、周りから中心の方に、どれだけ人を呼んでこようか

ということを、具体的に目標を決めて、そして郊外から街中に来る人に対して、市が支

援をしていくといったことをしているわけであります。瑞穂市は、人口が 5万 3000人

ということで、他県の中心市街地活性化基本計画を大臣に認定してもらってるところ

を、調べてみたんです。瑞穂市と同じような規模のところを調べてきましたら、全国で

5万 5000人ぐらいのところは実際にありました。そういうところで、基本計画を作って、

市街地の中を活性化してこうという取組を実際にしています。 

今日資料をみましても、空家に対しては、活用件数を KPIとして総合戦略で定めてい

るんですけども、実際にこの駅周辺が高齢化し、人口も減ってきてるというような説明

がある中、具体的に居住人口の目標数値を、瑞穂市でも決めていただいて、それに向かっ

て施策を進めていかれてはどうかと思います。 

この短期、中期、長期という考え方で見たときに、短期の 4年間の計画を、認知して

もらうための期間としているのですが、4年は少々長いと思います。人に認知をしても

らう期間をもう少し短くして、具体的に整備を進めていく期間を、もう少し前倒しにし

たほうがいいというのが、個人的な意見でございます。 

 

【会長】 
ありがとうございました。周知、認知の期間をもう少し短くするようにという、貴重

なご意見でした。検討させていただきます。 

 

【Ｈ氏(オブザーバー)】 
今、国が全国的に進めているコンパクトシティの推進というものに仕事で携わってい

るのですが、まさに今、この会議自体が、駅前を拠点としてどうしていくのかという全

国的な流れの中でも、非常にいい議論をされているなと思いながら毎回聞いておりま

す。ですが故に、細かいところ、のミクロ部分まできちんと詰めていくという段階では、

先ほど短期の段階についてご意見が出ましたけれども、いろんな方に周知していくだけ

ではなくて、参加していただくような仕組みを今後、もちろん今の駅前の拠点での、ワ

イワイ会議等でもそういう取り組みをされているかと思いますが、これも今度その短期

の中で、中身をどんどん変えていって、もっと住民の方が、その事業に参加していただ

くような仕組みができるといいのかなと思いました。 

 

【会長】 
ありがとうございました。確かにそうですね。周知だけではなくて、参加ってことで

すね。 

 

【Ｉ委員】 
課題をいろいろな視点から抽出して、それをどう管理するのかということですけど、

もう一つ、せっかくなので、観光というのも先ほどありましたけど、瑞穂市あるいは駅

前、駅周辺で、逆にいいところを伸ばすにはどうしたらいいのかという視点で、取り組

んでみたら、また違うことが出てくるのかもしれません。それからもう一つは、この課

題で、すぐに取りかかれるものであれば、社会実験的に、ロードマップにも書いてあり

ますけれども、すぐ取り組んでいただくことによって、併せて皆さんへの周知が働くの

ではないかなと思っています。岐阜市は、県管理道路を利用して、いろいろと社会実験

をしています。瑞穂市も、この際ですから、いろんな公共施設を、社会資本を使って社
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会実験していただいて、そこで方向づけを見極めながら、実行に移されていくといいと

思っています。 

 

【会長】 
ありがとうございました。ロードマップの原案に対して皆さん方のご意見をいただき

ました。この短期、中期の計画は案ですので、これから膨らまして作っていきます。観

光の話も出ましたし、駅前の飲食や街灯についての意見も出ましたので、それらもすべ

て参考にして、これからロードマップをもう一度検討したいと考えております。それで

は地域啓発イベントの実施、検討状況についてもよろしくお願いいたします。 

 

【議題２】地域啓発イベントの実施・検討状況について 
 

（配布資料②）地域啓発イベントの実施・検討状況について説明） 

 

【会長】 
中学生の感性にはびっくりしました。口出しはしなかったのですが、きれいで住みや

すい、それから落ち着いたとかっていうような用語が出てきましたので。中学生は中学

生なりに考えているのだなということを思いました。空家の利活用事業として、木猫屋

（conecoya）さん、それから総菜屋さんの営業が始まります。それからほづみ夜市といっ

たイベントを計画されているようですので、委員の皆様にはアドバイス等をいただけま

したらと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、本日の議題はすべて終了いたし

ました。貴重なご意見ありがとうございます。これらをまた斟酌（しんしゃく）しまし

て、いろいろ前に進めていきたいと思います。事務局のほうで何か、最後確認すること

はございますでしょうか。 

 

【事務局】 
それでは、本日の次第のその他というところの部分、今後の予定ということで、少し

ご確認させていただければと思います。 

先ほどもお知らせしましたけれども、明日、お総菜屋さんなどが駅前の公民館などと

いった場所で、オープンいたします。また、本日のいただいたご意見を、事務局のほう

で検討をさせていただきまして、来月 2月の 1日から、できればパブリックコメントと

いうことで、市民の方々に少し広く公表をしてご意見をいただくといったことをしてい

きたいと思っております。これについては、構想図と基本方針について、ご意見をいた

だきたいと考えております。また、その後、協議会の中でもご検討いただきながら、こ

ういった構想図になりましたということを、一番近い地域の方々ということで、穂積駅

の北側と南側の地域の自治会に、2月の前半部分で、説明をしにいき、地域の皆様方に

ご意見をいただきたいと思っております。一応、北側については、2月の 5日で、午前、

午後の 2回ほど実施すると決まっておりますが、南側については現在まだ調整中でござ

いますので、そちらについても実施していきたいと思っております。 

あと 2月の 10日に夜市を開催させていただきまして、パブコメを終了したのち、3

月に入りまして、第 4回の協議会が予定されていますが、事務局のほうで、会長のご予

定を確認いたしましたところ、3月の 7日でないと都合がよろしくないというところも

ございますので、委員の皆様方には、3月の 7日で、この場所に 2時からということで、

ご予定の調整をしていただきたいと思っておりますが、現時点で 3月 7日に都合が入っ

ていまして参加が難しいという委員の方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

【事務局】 
では、本日欠席の委員の方々も含めて、また事務局のほうから次回会議は 3月 7日の

2時からということで、改めてお知らせをさせていただきたいと思っております。 

24日まで空き店舗の活用ということで、店舗の営業をいたしたのち、3月の最終週あ

たりで、第 5回の協議会を、ワイワイ会議の合同の成果報告会ということで、少し大き

い会場のほうをお借りして周知をさせていただいて、こういったかたちで拠点化構想に
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ついてはまとまりましたということをご報告させていただけるような機会を設けさせ

ていただければと思っています。こちらの日程についても、一応事務局のほうで調整さ

せていただきまして、お知らせさせていただこうと考えております。以上でございます。 

 

【会長】 
ありがとうございました。それでは次回の協議会は、3月 7日の 14時から、というこ

とで、進めさせていただきたいと思います。それでは、議事の進行を、司会の方にお渡

しいたします。 

 

【司会】 
岡村会長ありがとうございました。委員の皆様、短い時間ではありましたが、活発な

議論と貴重なご意見ありがとうございました。本日のご意見を基に、JR穂積駅圏域拠点

化構想策定に、地元自治会の説明会、パブリックコメントと進めてまいりたいと思いま

す。 

次回の協議会では、実現化構想の検討、そして、具体化するための方策や、ロードマッ

プの詳細についてご検討いただければと思っております。協議会の詳細につきまして

は、事務局のほうで日程調整等を行い、後日ご案内させていただきたいと思います。ま

た、本日傍聴いただいた方々は、お手元にアンケートをお配りしておりますので、ご記

入のうえ、その場に置いてお帰りください。それでは以上をもちまして、本日の会議を

終了させていただきます。皆様ありがとうございました。 

 

閉 会 

（午後３時３０分 終了） 

事 務 局 

（担 当 課） 
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