
日進市都市マスタープラン及び緑の基本計画改定　

地域別ワークショップニュース       　　　第 4 号　令和 2 年 2 月

   日進市では、現在、都市マスタープラン及び緑の基本計画の改定を行っています。この改定にむけて、地域のまちづ

くり、緑づくりの方針を示す地域別構想を検討するため、ワークショップを開催しました。

   当日は、最終回として「地域のまちづくり・緑づくりアイデアをまとめよう！」をテーマに、各地域の議論の内容を

まとめましたのでご覧ください。

日    時  ：令和 2 年 1 月 18 日（土）

　　　　 10:00 ～ 12:00

地    域  ：東小学校区、北小学校区、南小学校区、

　　　　 相野山小学校区、梨の木小学校区

場    所  ：中央福祉センター多機能室（南）

参加者

日    時  ：令和 2 年 1 月 18 日（土）

                  14:00 ～ 16:00

地    域  ：西小学校区、香久山小学校区、

　　　　赤池小学校区、竹の山小学校区

場    所  ：岩崎台・香久山福祉会館集会室 2・3

参加者  

第 4 回ワークショップの内容

 ： 28 名  ： 12 名

＜作成・発行＞

日進市 建設経済部 都市計画課    　TEL: 0561-73-3297     E-mail: toshikeikaku@city.nisshin.lg.jp

   当日の意見や使用した資料は、市ウェブサイトでも公開していますので、是非ご覧ください。

URL：https://www.city.nisshin.lg.jp/department/kensetsu/toshi/7/2/2/8692.html

参加者の方から出た
意見や資料はコチラ

これまでのワークショップの振り返り
（例）

第４回第４回

地域の将来像を⾒据え、

重要と思う取り組みアイデ

アに⾚いシールで投票して

もらいました︕

第 1回第 1回

地域のいいところ、気に

なるところを出してもら

いました︕

第 2回第 2回

地域のいいところを伸ばす

アイデア、気になるところ

を改善するアイデアを出し

てもらいました︕

第 3回第 3回

市⺠の⽅の関⼼が⾼い公園

や緑・⽔について、重点的

にアイデアを出してもらい

ました︕

　参加者の方からいただいた意見は、今後、都市マスタープラン及び緑の基本計画の地域別構想

策定の参考とさせていただきます。多くのみなさまにご参加いただき、ありがとうございました。



西西小学校区小学校区

東小学校区小学校区

北小学校区小学校区

地域のまちづくりの取り組みアイデア地域のまちづくりの取り組みアイデア
●歩行者優先の道路づくり

・歩道と道路の段差をなくす
・歩道の両サイド樹木ではなく花を植える
●くるりんばすの利用向上

・公共交通の前に停留所を設ける
●地域のコミュニティづくり

・高齢者の買い物をサポートする
●公園の美化

・管理する側も使う側もトイレを美しくすることを心掛ける
・公園に花を植える
●田・畑の保全だけでなく活動もセットで考える

・使うから大切にしようと保全する意識を啓発する
・耕作放棄にならないよう、田・畑を貸す
・貸した人に対して、営業が続けられるようにサポートをする
●親水スポットの整備

・遊び憩いの場として、親水スポットの整備　　　等

地域のいいところ地域のいいところ
・広い道路で通りやすい
・子どもの遊び場がある
・田んぼや畑がたくさん残っていて良い
・天白川と折戸川の合流点が親水ポイント
　になっている　　等

地域の気になるところ地域の気になるところ
・くるりんばすが不便である
・歩道が狭く、危ない
・ボール遊びができない等公園の規制が多い
・公園が暗い
・川に降りて遊べる場所が少ない　　等

地域のまちづくりの取り組みアイデア地域のまちづくりの取り組みアイデア
●水田・畑・竹林の有効活用

・市民参加による緑化事業
・竹林管理隊を市民から募集し、定期的に管理をお願いする
●買い物が便利な生活
●ため池の活用

・ため池の水源を活かした市民農園
●エコな暮らしの推進
●環境 + 芸術による新たな文化創出

・アート + 森のイベントできっかけづくり
・音楽を活かしたイベント
●公園整備
●若い力の導入

・高校生クラブ活動授業として参加
・大学サークル活動と一緒に
●コミュニティづくりの仕掛けとして田やビオトープの活用
●緑地保全・現計画の検証　

・東部丘陵保全に向け保全指定区域を設定する　等

地域のいいところ地域のいいところ
・愛知池、遊歩道が気持ち良い
・高校大学があるのが良い
・田んぼ、緑が多い
・庭や空き地に植物が多く、四季を感じられる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

地域の気になるところ地域の気になるところ
・休耕田が増えている
・竹林が荒れている
・買い物に行ける所が近くに欲しい
・田畑をやれなくなった人の土地を引き継ぎ、
   対策をして欲しい　　等

地域のまちづくりの取り組みアイデア地域のまちづくりの取り組みアイデア
●歩行者優先の道路づくり

・歩道整備・横断歩道だけの所に感応押ボタン信号
●くるりんばすの利用向上

・高齢化社会に対応したバス運行
●地域防犯対策

・防犯見守りパトロール活動
・交番を赤池駅、日進駅、米野木駅に設置
●地域コミュニティを高める

・市民が自由に利用出来る広報板を集まりやすい場所に設置
●地域文化を高める

・散歩マップを設置。祭りや、ウォーキングのイベントの実施
●岩崎川の自然を河川公園として活かす
●体験、イベントの実施

・米づくり体験　・野菜づくり体験
●観光資源として位置づけ　

・天白川（河川）を日進市のメインの観光資源に
・観光水田をつくる　　　　　　　　　　　等

地域のいいところ地域のいいところ
・名古屋への交通の便が良い
・静か、人との交わり良好
・歴史があって良い
・中央に川があり、自然に親しめる　等

地域の気になるところ地域の気になるところ
・道路が狭く、通学路なのに、車が多い
・くるりんばすが一方通行で不便
・市内の交番が少ないので不安
・防犯カメラがどこにあるのかが分からない
・岩崎川の自然が活かされていない　　等

参加者から頂いた主な意見

良い

い



南南小学校区小学校区

相野山小学校区野山小学校区

香久山小学校区久山小学校区

地域のまちづくりの取り組みアイデア地域のまちづくりの取り組みアイデア
●将来像を共有する

・自家用車に依存している現状を市民 1 人 1 人が意識する
●渋滞対策
●生活に必要な移動手段の確保

・買い物弱者に対する対策を考える
●公共交通を便利にする

・利用しやすいくるりんばすの体系を考える
●既存の公共施設の利活用

・福祉会館を子ども、大人の交流拠点にする
●土地利用の調査

・買い物マップをつくる
●快適でシンボルとなる公園づくり

・自然体験型の公園
●民地の緑の管理
●緑と公園を活かした日進駅西区画整理事業
●水と緑のネットワークづくり

・ツーリズム、歩く水と緑のネットワーク　等

地域のいいところ地域のいいところ
・都市機能が集まっている
・駅があり、公共施設も多い
・空や緑が見える
・緑が多い
・田んぼが多い　等

地域の気になるところ地域の気になるところ
・交通量多くて排気ガスがすごい
・歩道がない、高齢者が危険
・くるりんばす、本数が少ない
・店があったが衰退している
・子どもたちが歩いていける公園少ない
・ウォーキングできるところがない　　等

地域のまちづくりの取り組みアイデア地域のまちづくりの取り組みアイデア
●買物が便利な生活

・まとめ注文で宅配による買い物サービス
・五色園内にスーパーを誘致したり、元気朝市を広げる
●学生と共に進めるまちづくり

・小学生と大学生の交流
・学校・福祉会館を活用して、交流を促進する
●既存の公共施設等の利活用

・空き家を活用した集会所の設置
●交流イベントの実施

・地域のお祭りに若い人も呼び込む
・自然に興味のある若い人が参加しやすいイベントづくり
●交流・いろいろな人が集まる場づくり

・自然・田舎体験
●大学との連携

・脱農薬無農薬の研究の場に
・農業試験場や県芸デザインとのコラボ　　　等

地域のいいところ地域のいいところ
・若い人がいるコミュニティ
・総合運動公園が良い
・どんぐり公園がとてもにぎやか
・自然が豊かで静かであり、住環境としてと
   ても良い　　等

地域の気になるところ地域の気になるところ
・買い物が不便
・近年空き家が増えている
・東部丘陵の保全が気になる
・雑木林や竹林のメンテナンス　　等

地域のまちづくりの取り組みアイデア地域のまちづくりの取り組みアイデア
●交通規制の工夫が必要

・脇道への車の進入は、一方通行規制などを検討する
●くるりんばすの利用向上

・市民の意見を反映したバス運行
●「市民交通」という考え方を実現
●既存の公共施設の利活用

・誰でも弾けるピアノを設置する
・いろいろな作業ができる「居場所」をつくる
●楽しいイベントの実施

・公園をイベント会場で活用
●雑草等の管理

・公園の下草をきれいにする、見通しが良いように
●街路樹の適正な管理

・街路樹は紅葉が済んでから伐採をする
●都市と自然のバランスを考える

・岩崎川の自然を大切にする　　　　　等

地域のいいところ地域のいいところ
・治安が良い、きれい
・ショッピングセンターがあって良い。生活
   が便利

・緑の街路樹があって良い
・緑がたくさんある　　等

地域の気になるところ地域の気になるところ
・メイン道路が混むため、脇の道路（住宅街）
   に入り込む車が多い

・市役所や地下鉄へのアクセスが良くない
・北高上、子どもが遊ぶには暗くて危ない
・緑や野鳥が減少している　　等

ィ



梨梨の木小学校区の木小学校区

竹の山小学校区の山小学校区

赤池小学校区池小学校区

地域のまちづくりの取り組みアイデア地域のまちづくりの取り組みアイデア
●駅周辺の再開発

・駅に商業施設、ホテルがあると良い
・駅に駐車場（立体）を整備。需要が高い。
●地域のコミュニティづくり

・地域全体を統括する自治会
●緑・自然の活用

・自然のきれいな場所に街路灯を設置し、日にちを決めて遊歩
　道として市民の参加を促す
●緑の維持管理をする市民の取組み

・梨の木小の農園を市民に開放して、児童と一緒に野菜づくり
　をする
●梨の木小モデル事業の推進

・学校林の活用（子どものあそび場）　等

地域のいいところ地域のいいところ
・子育て支援センターがあって
　幼児には良い！

・日進駅を中心に開発されてきた新しい街なので、
　生活していく上で便利である

・開発されている中にも自然があふれている
・愛知用水の遊歩道が散歩するのに良い　等

地域の気になるところ地域の気になるところ
・飲食店がほとんどない
・日進駅前にお店が少ない
・梨の木小を文化センター的にもっと利用したい
・住民同士の交流が少ない
・雑草の手入れが不十分　　等

地域のまちづくりの取り組みアイデア地域のまちづくりの取り組みアイデア
●地域防犯対策

・安全・安心と防災の 2 グループで活動中で、参加する人を勧
   誘する
●学生と共に進めるまちづくり

・大学生が多いので、いろんなイベントや行事の PR を行う
●地域文化を高める

・新しいまつり（文化）をつくっていくべき。竹灯籠など
●自分事で考える公園づくり

・公園で子どもを集めたイベントを実施
●花壇のオーナー制度

・花壇を整備して、花が好きな方にオーナーになってもらう
●公園整備

・公園の施設を整備（トイレ、東屋、手洗い場）
●広い公園の確保

・短期的に、学校のグランドを活用
●川の有効活用

・天白川緑地有効活用、桜並木の整備　　等

地域のいいところ地域のいいところ
・公共交通（地下鉄）赤池、
   平針駅に近く便利

・昔ながらの田園風景や集落をみることができる
・公園にいろんな遊具があって楽しい
・畑・田・多少残っていて、のどかである　等

地域の気になるところ地域の気になるところ
・街灯がなく暗い、電灯をつけて欲しい
・ボール遊びをのびのびできる広いグラウンドが
　欲しい

・水遊びができると良い　　等

地域のまちづくりの取り組みアイデア地域のまちづくりの取り組みアイデア
●くるりんばすの利用向上

・駐車場は既存スペースの活用で工夫
・既存施設の活用でコストダウン
●ガスタンクを活用
●公共施設や道路にプランターを設置
●清掃活動

・各地域の自治会、住民の清掃活動とリンクさせ、補助する形
　で改善・実施
●農との関わり

・田んぼの貸し出し
●食につなげる

・公園・広場で焼きイモまつりをする
・くり・かき・びわの木を植える。誰が食べても OK
●開発と緑

・開発するときはそれにかわる森・田をつくる計画をもつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

地域のいいところ地域のいいところ
・飲食店が多い
・便利な店が多い
・全体的に静か
・たのしく遊べる公園が多い、遊具がおもしろい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    等

地域の気になるところ地域の気になるところ
・くるりんばすで香久山やピアゴへアクセス出来
   るようにして欲しい

・各公園とも駐車場が少ない
・老齢化に伴う活動グループの維持が困難
・市民農園の草が伸びている　　等

って


