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地域計画まちづくりの７指針

富岡まちづくり協議会

------

はじめに

陽春の候、皆様におかれましてはますますご健
勝のこととお慶び申し上げます。
平成２３年度に、新城市の地域担当員制度に基
づく「富岡まちづくり協議会」が発足し、
「地域
のことは地域で考える」という地域自治区の趣
旨に沿った取り組みができたことはまことに喜
ばしいことです。
区民の皆様のご協力および、新城市当局のご努
力に感謝いたします。
富岡地区には、国道の拡幅をはじめ広大な財産
区山林の管理など様々な課題があります。区行
政に携わる者として、区の将来を的確に見通す
には多くの情報と知識が必要であり、深い議論
が不可欠となってきます。
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１

【計画区域】

富岡東部・富岡中部・富岡西部の富岡全域とする。

２

【動 態】
市、浜松市へと流出せざるを得ない傾向にあります。

富岡は 1874 年（明治８年）に半原村と下宇利村が
合併してできた富岡村がその前身である。
以後、八名郡八名村の中心として栄え、郡役場をは

核家族化の経年及び高齢化社会の到来により、独居

じめとして、明治 20 年には八名郡高等小学校（八

老人世帯も増え、ますますコミュニティの連携や防

名高）が開校し、各地より農業研修に意欲的な生徒

災・防犯にかかる期待と負担も増す傾向にあります。

が集まるようになり、評判も高まり、当時の首相桂
太郎や陸軍大将乃木稀典らが訪れるほど名声を誇
るに至ります。
1958 年（昭和 33 年）に新城市に合併。
それ以後は、行政の中心としてではなく、新城市南
部（八名地区）の中心的な存在として、主に経済及
び交通の拠点として存続してきましたが、戦後、団
塊の世代が中学校を卒業する頃をピークに、学校で
の生徒数は減少の一途を辿ることとなります。
現在は学年複クラスを辛うじて維持していますが、
減少に歯止めが掛かる要素は見当たりません。
車社会の到来で生活の経済消費圏が広まり、消費行
動が広範囲に流れるにしたがって、地元商店街も衰
退し、日常生活の必需品ですら調達できなくなって
いるのが現状です。
世帯数は富岡全区で約 440 世帯あり、就業する若
年層は市内だけでなく、隣接する豊橋市、豊川
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＜経済特 性＞
地場産業としては農業、主に米作ですが兼業農
家がほとんどで、担い手育成事業により農地の
整理が行われましたが、空き地や耕作放棄地及
び農業後継者は深刻な問題として捉えられてい
ます。
豊橋市石巻町と接するため柿の名産地としての
延長や、ビニールハウスでのイチゴの栽培、新
城茶、あるいは八名丸と称する里芋の栽培も行
われています。
北部には誘致企業があり、それら大手企業への
就業依存も期待されます。
また、富岡財産区という土地資産を運用して、
企業等への貸地賃料は区の運営上大切な要素で
あり、財政上の収入として不可欠な存在となっ
ています。
＜人的特 性＞
明治以来、観光等には縁のなかった地域ですの

３

で、観光客を対象としたビジネスは稀有なため、

【特性】

他地域からの訪問客を歓迎しない排他的な気風
が深淵にあります。

＜地域特 性＞

つまり、外来者性悪説が根底にあり、多くの人

富岡には南北を縦走する国道 301 号線と東西に走

が集まることの弊害が先に論じられることが多

る県道豊橋新城鳳来線があります。

く、新たな集客ビジョンはまずそのハードルを

国道を南に進み、宇利峠を越せば浜松市北区三ヶ日

乗り越えるコンセプトでないと採用されない閉

町となり、町中心部まで車で 15 分の距離です。

鎖的な気風が現状でもあります。

西は豊橋市と接し、豊橋駅まで車で約 30 分といっ

しかし、ここ近年にいたっては、そういう気風

た短時間の距離にあります。

風土の頭上を越えて他地域との連係が民間の若

このように人口 79 万人の浜松市、37 万人の豊橋

者世代で活発に行われるようになりつつありま

市と接し、道路状況にも恵まれ通勤や経済消費にお

す。地域としてはそういう新しい芽を摘むこと

いてもさらに交流は活性化する傾向にあります。

なく育てることに執心していかなくてはなりま

なお、豊橋市との市境あたりに東名高速道路のスマ

せん。

ートインター構想もあり、第２東名高速道路との繋

また、信仰心がたいへん深く自然への畏敬を尊

がりも念頭におけば、ますます流通事情も活性化す

び、水源では清滝不動が数箇所祀られ、火伏せ

ると思われます。

の神の愛宕神社や秋葉神社、五穀豊穣を祈願す

また、豊川用水東部幹線路が鳳来より豊橋・田原へ

る車神社をはじめとして小さな神社が数多く散

と通じる通過点にあり、農業の灌漑に利用されてい

在します。これらは集落単位で祭祀が行われ、

ます。米作のほかにも、土壌の特性から甘味フルー

伝統文化の継承にも貢献しています。

ツ系の栽培に適していて、イチゴ、ブドウ、スイカ、
カキなどの産地となっています。
＜地形特 性＞
地形的には盆地的な平坦地が多く、県境の山林は桜
淵自然公園地域に指定され、富岡財産区として管理
運営されています。
地形的にも土砂災害、河川の氾濫もなく、海に面し
ないので津波や高潮の心配もありません。
また原子力発電所や火山もないのですが、新城市全
体が地震防災対策強地域とされているため、地震に
対する防災対策を深めていかなくてはなりません。
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平成 21 年度の農業集落排水計画が頓挫して、従来ど
おりの生活雑排水が河川に流れ込みますので、合併浄
化槽の普及にも力を入れなくてはなりません。

４

【課題・ニーズ】

＜少子高 齢化＞
少子高齢化の傾向はこの地域でも深刻な問題として
捉えられています。
生徒数の減少による複式学級化も喫緊の問題であ
り、登下校時にひとりになる確率も増え、昨年より
青パト隊などが組織されましたが、今後も地域全体
として防犯パトロールなどの対策向上を目指してい
かなければなりません。
また、独居老人のケアの問題に関しては、昨今“孤族”
とか“無縁社会”といった新たな造語が叫ばれるよう
になり、ますます地域とのコミュニケーションのあ
り方について問われるようになり、連携のシステム
を構築することも重要な要素だと思います。
＜ゴミの不 法投棄＞
主要道路や自然公園、あるいは人通りの少ない道路
沿いには不法に投棄されたゴミが後を絶たず、毎年
行われる市主催のクリーン・フェスタにて除去する
だけでは対処しきれません。ボランティア団体や個
人の善意に頼ることには限界があり、公共意識と社
会規範を喚起する看板表示やゴミを投棄しにくい環
境作りは喫緊の課題です。
＜自然保 護＞
豊かな自然を誇る財産区山林においては、ホルトノ
キやムラサキセンブリなど絶滅危惧種のほか、魚類
ではカネヒラタナゴの生育が確認され、これらの希
少生物が多く存在します。それらの生育環境を把握
し存続させることが重要で、先行されるべき環境ア
セスメントの作成を行うことが専決事項となってき
ます。
また、地域内には灌漑用のため池も多く存在し、洪
水調整機能を担っているのですが、近年外来魚の繁
殖がいたるところで確認され、駆除が追いつかない
のが現状です。
このように、植物ばかりでなく生物全体におけるそ
の保全と保護は生態系を維持する上でたいへん重要
なことであり、生物多様性条約ＣＯＰ10 の理念でも
あり、後世に引き継がなくてはならない課題なので
す。
＜水質浄化＞
富岡を縦走する宇利川の水質は、「平成 20 年河川水
質調査結果・夏季」によると、ＢＯＤ（生物化学的
酸素要求量）が市内ワースト２であり、極めて不名
誉な検査結果であります。有機物質の過剰な排出に
より酸欠となって、本来自然が持っている浄化作用
も河川改修の影響もあって鈍り、河川に生きる生物
の絶滅に繋がり、改善は緊急性の高い課題です。
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＜生活保 護者に冷酷な街＞
生活保護を受けるには、自家用車を所有していては受
給の条件に合致しません。
この地域では公共定期バスは日に２本であり、学童主
体に構成されていて、市街地にある病院に通院したり、
買物に行くにもクルマは欠かせない存在なのです。独
居老人をはじめとした生活保護を受ける方々が生活で
きる町としての公共サービスが整っていません。
＜耕作放 棄地の対処＞
「総合計画のための住民アンケート調査」によると、
管理されていない農地や空き地が増えてきたと答えた
人は、八名地区で 79.8％に上ります。
これらを放置すると、葛などの繁殖力のある植物が蔓
延り、道路や水路の機能を阻害するようになりますし、
マムシや毒虫の温床にもなりかねません。
土地を有効利用することを第一義としますが、仮にで
きなくても環境への配慮は欠かせない問題なのです。
＜活性化 の為の人口増を阻 む行政のジレンマ＞
新城市南部全域が都市計画区域であり市街化調整区域
に属します。
したがって、この地域に住宅を設け居住できる権利の
ある人間は、農家の後継者をはじめとしてごく限られ
た権利者なのです。
地価が低くて地理的にも通勤圏として十分成り立つ地
域なのに、住宅が増えないのはそういった行政制度に
よる人口増加を抑制しているからなのです。
無秩序に増えることを規制するあまり、農家以外の世
帯では「この地域で生まれ育ったのに、家が建てられ
ない」という現象が生じています。
これでは地域を活性化する若者でさえ排他的な境遇に
曝されているのです。
高齢者を支えるべき世代や児童生徒が増え、学校の教
育制度が充実することを行政が規制していることにな
ります。
合併浄化槽が義務化され、高度成長時代に考えられた
クリープ現象はもはや形骸化していて、皮肉にも地域
活性化を図った現実の諸問題に対処する弊害となって
います。
近年の空き家の増加傾向が高度成長期の終焉を物語っ
ている今、無節操に宅地化するという幻想は過去のも
のなのです。
道路や水道などのインフラ整備の費用対効果を十分検
討した上での規制緩和が望まれるのです。

1
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３）地産 地消の持続可能な 経済循環
愛知県では、将来にわたり安全で良質な食料等の安
定的な供給の確保、適切な消費及び利用と多面的機
能の適切かつ十分な発揮による安全で良好な生活
環境の確保を基本理念とする「食と緑が支える県民
の豊かな暮らしづくり条例」（食と緑の条例）を平
成 16 年に施行しました。
地産地消が経済として成り立つようなシステム作
りとして、地域のマーケティング調査と、持続可能
（sustainable）な農産物の生産と消費を行うための
流通消費分野の環境作りを整えていかなければな
りません。
また、地域特産の農産物の他との差別化やブランド
力を身に付け、商品価値の高い特産物として広報宣
伝にも努めていかなくてはなりません。

５

【将来像】

４）災害 に強く防犯の行き届 いた街づくり
災害に対処していくためには、あらゆることを想定

１）豊な 自然環境との共存

し、対処方法を考案することが「想定内」となり、

「森は資源の宝庫」という概念を再認識し、きれい

効率のよい解決策になります。

な水や空気は豊かな緑が不可欠であるところから、

そのためには第一義として人命尊重の面からも避

水源となる森の整備を行い、水源かん養保全林とし

難経路及び避難場所の整備、認知が大切です。

ての機能を確保しなければなりません。

安全な避難経路の整備と二次的な災害への対処方

河川の流下設計で大切なのは、降雨による河川の流

法、及び水源確保や食糧の備蓄、健康維持のための

下到達時間を遅らせ、下流域の氾濫を防ぐことにあ

必要備品など公共的な備えが欠かせません。

ります。そのための洪水調整機能を持った水田やた

また、防犯上からも区民相互の連絡システムや不審

め池を見直し、先人たちが守ってきた水源を畏敬の

者情報等の連絡網システムを整備し、携帯端末を利

念で再認識することも大切なことなのです。

用し、日常から使用可能なスキルを身に付けたいも

また、自然の河川水路の浄化能力を見直し、すべて

のです。

がコンクリートの一点張りではなく、自然素材によ
る築造を取り入れていく工夫も大切だと思います。

５）自然 や歴史、文化の情 報公開と発信

田園風景だからといってヒートアイランド現象を無

地域には歴史があり、豊かな自然とともに後世に受

視するのではなく、“自然の中に住まわせていただく”

け継がなくてはならないものがたくさんあります。

といった謙虚な姿勢が大切であり、宅地内緑化、街

まずはそれらの知識を収集し整理することから始

路樹の設置、計画的植樹などの戦略的な自然環境保

まります。

全を目指したいと思います。

個々のもつ情報を収集し、精査してスタンダードな
認識を持つことで、歴史や地域に対する愛着、また

２）生態 系に優しいインフラ 整備

は価値観が生まれます。

インフラ整備に先立つものとしては環境アセスメン

効率化のために失ってはならないものを認識し、そ

トがあり、この地域の生態系がどのような連鎖で保

の情報を共有化することで、コンセンサスが生まれ

たれているかを調査する必要があります。

区民相互理解の下に地域として文化度の高さが根

愛・地球博がイヌワシの生息確認で大幅な計画変更

付くでしょう。

を余儀なくされたように、この地域も例外ではあり

高度情報化社会ではそれを常時公開し、需要に応じ

ません。

て提供できる体制を備えなければなりません（on

それを把握した上での整備方法を精査すべきだと思

demand）。情報の集まる拠点作りと即座に公開でき

います。効率重視あるいは経済性優先で物事を決め

るスピーディな対応が情報鮮度の決め手となりま

る前に、自然への配慮、調和を図るべきだと考えま

す。

す。
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＜ないもの ねだりからあるも の探しへ＞
いたずらに格差を嘆き、都市とくらべて「ないものね
だり」の愚痴をこぼすより、この土地を楽しく生きる
ための「あるもの探し」。それを私はひそかに「地元学」
と呼んでいるのだが、要はこれからの家族の生き方、
暮らし方、そして地域のありようを、この土地を生き
てきた人びとから学びたいのである。
性急に経済による解決を求める人間には、ここには何
もないと見えてしまうだろうが、自然とともにわが地

６

【まちづくりの方向】

域を楽しく暮らそうとする地元の人びとの目には、資
源は限りなく豊かに広がっているはずである。むろん

＜共生の 社会＞を目指す

「地元学」は都市やグローバリズムへの否定の学では

生物多様性が論じられ、様々な生物が連鎖を構築し

ない。自然とともに生きるローカルな暮らしの肯定の

てバランスが保たれているように、人々も様々な生

学でありたい。

活があり、各々が助け合って支えあって暮らしてい

（結城登美雄「地元学からの出発」より）

けるような地域社会の構築が理想なのではないでし
ょうか。

この「地元学」という概念をもっと区民レベルまで浸

何らかの変化が起きる時、利権と欲望が交錯し排他

透させ、個々の生活を見つめなおすことで新たな体系

的になったり、固執するあまり妥協案が見当たらな

的な発見を見出すことができたなら、それらを無形財

くなることも多々あり、総論賛成各論反対的な矛盾

産と位置づけることができるかもしれないのです。

が行き先を阻みます。
こういうことを乗り越えていくには公共福祉的な概

発想の転換による価値観の創出こそ、この街づくりの

念と高度な教育が必要であり、社会が将来への方向

方向性だと思います。

性を位置づけ、スキームを作成し先導するリーダー
の育成が前提となります。
合理性や客観性だけでなく、古来より日本人として
の美徳といったメンタルな部分も問題解決に大いに
役立つことは歴史が物語っているのです。
戦後教育の補完として地域で取り上げていきたいも
のです。
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街づくりにはこの<協働>という概念が大切であり、
区民に理解され浸透していくための必要条件は情
報公開だと思います。
理解するためには情報とそれを理解するための基
礎的な知識が必要です。基本的な合意、つまりコン
センサスを構築できたものから実行していくこと
になり、得られなかったものは改めていくことにな
ります。
情報の公開にはスピードと正確性が問われ、その情
報メディアの整備も必要となってきます。
インターネット環境は広く国民に浸透し、今や 75％
の普及率となっている現状を踏まえ、即時公開と相
互方向（interactive）の通信網の普及を目指して整
備して行かなくてはなりません。
情報の公開に伴って要求されるのが、行政区トップ
のリテラシー（情報判断識別能力）なのです。多く
の意見を集約し方向性を見出す能力が問われるの

７

です。

【推進体制】

それにはこの地域の将来ビジョンが明確に語られ
＜協働＞ という概念

ることこそ方向性を見出すベクトルとなるのです。

(cooperation、collaboration、partnership )

決まり文句のように語られる「ご理解とご協力を」
とは、まさに情報開示による理解とビジョンに対す
る協力を意味しているのです。

“協働とは、複数の主体が、何らかの目標を共有し、
ともに力を合わせて活動することをいう。
近年、この協働の概念は日本の地方自治の分野で、

あらゆる市民が相互に連携し主体的にまちづくり

まちづくりの取り組みに不可欠なものとして唱え

に関与していくためには、この地域の地理・自然・

られている概念のひとつである。例えば、地域の課

歴史・伝統文化等の基本的な知識を身に付けなくて

題解決に向けて、行政単独では解決できない問題が

はなりません。

ある場合、または市民だけでは解決できない問題な

そのための基礎資料作りを推進することが根底に

どがある場合に、相互にお互いの不足を補い合い、

あります。

ともに協力して課題解決に向けた取り組みをする。

次に区民が何を望んでいるかの方向性を把握する

または、協働した方がサービス供給や行政運営上の

ことです。

効率が良いとされる場合に協働のまちづくりが推

そのためには組織的な団体が諮問機関として機能

進される。こうした発想を「補完性の原則」という。

することが先決であり、行政はそれをサポートする

まちづくりにおける協働の主体は、市民である。一

側に廻り、質的人的支援を行い、＜協働＞するので

般的には行政と市民という表現もなされることも

す。

多い。但し、市民とは必ずしも地域住民に限定され

富岡には「ふるさと会館」という公民館が存在し、

るものではなく、NPO をはじめ、企業などの企業市

地域コミュニティの拠点として多くの方々に利用

民も含まれ、また、地域の一員という意味では行政

されています。人々が集う施設というだけでなく、

もまた行政市民という名の市民である。

情報拠点としての役割りを持たせることで区民の

協働は責任と行動において相互に対等であること

暮らしから防災まで様々な情報提供の場となりま

が不可欠であり、行政も地域の一員として、市民の

す。防災無線に頼り過ぎずにもっと細分化された地

目線で協働に携わることが望ましいとされる。 故

域情報の配信にインターネットを駆使できる環境

に協働とは、あらゆる市民が相互に連携し主体的に

整備が急がれます。

まちづくりに寄与していくことが本義であるとい

SNS(social network service)の普及で世界情勢が大

える。”（Wikipedia）

きく変わったように、携帯電話は普及率が極めて高
いため、モバイル端末をネットと結び、インタラク
ティブ（双方向）でオンデマンド（需要に応じて）
な情報交信に向けての啓蒙活動が欠かせません。
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【平成２３年度新城市地域計画策定支援交付金活用団体】
本部：〒441-1335

新城市富岡字大廻８番地の２

TEL.0536-26-1422

(富岡ふるさと会館)
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