
碧南市 名鉄跡地緑地整備事業基本計画・基本設計ワークショップ 

●ワークショップ開催の目的 

本ワークショップは、平成１６年３月３１日をもって廃線となった名鉄跡地の利用方法について、公園や

緑地を整備するための施設内容など基本的なことを市民の皆さんと一緒に考えます。ここで決定された内容

を、公園や緑地の設計に反映していきます。 

・開催日時：2013 年 1 月 17 日 19:00～21:00 

・場所  ：棚尾ふれあい館 

・参加人数：23 名 

●第 6 回ワークショップの概要 

第 6 回目の今回は、最終回ということで、これまでに提案された意見を集約した取りまとめ案を提示

しました。また、その内容をデザインとして表現した模型を水津先生に作成していただき、それぞれのデ

ザインの内容、意図について説明していただきました。 

参加者の方には、これらの報告を受けて、気になる点や修正したい点などについてご意見をいただきま

した。 

最後に、未来トークということで、「緑のお世話」、「カフェの運営」、「水辺のお世話」について、管理

と活用の担い手をテーマに議論し、様々な意見や提案をいただきました。 

第 6 回ワークショップの流れ 

１．はじめに 

・前回の振り返り 

・趣旨・目的説明 

２．取りまとめ案の報告 

・全体の考え方(歩道、並木、照明 他) 

・4 つの広場(大浜、玉津浦、棚尾、旭) 

・各種アイテム(シェルター、ベンチ、照

明 等) 

３．全体討議 

４．未来トーク「管理と活用の担い手」

・緑、カフェ、水辺のお世話 

５．全体共有とまとめ 

・総括、アンケート 

ワークショップ全体の流れ

ビジョンを立ち上げる 

現地でイメージを広げる 

自分たちのイメージを形にする 

最終案への取りまとめ 
1 月 17 日(木) 

第 6 回ワークショップ 

12 月 6 日(木) 

第 5 回ワークショップ 

11 月 3 日(土)・４日(日) 

第 2 回～第４回ワークショップ

10 月 11 日(木) 

第１回ワークショップ 

今回 
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最終回 

★水津先生 

愛知県立芸術大学美術学部・准教授、本ワークショップでは計画全体の環境デザインを監修 

★三矢先生 

名古屋工業大学コミュニティ創成教育研究センター・特任助教、本ワークショップでは市民参加の企画・

コーディネートを担当 

●先生方のご紹介 

本ワークショップの企画・コーディネート・デザインなどに携わっていただいてきた 2 名の先生を紹介

します。 



壁面ライトアップ
【前回の振り返り】：第 5 回ワークショップニュース参照 
【目的】：これまでの提案を基に、最終案へのとりまとめを行う。 

●第６回ワークショップの内容 

１．はじめに 

第 6 回のワークショップに先立ち、三矢先生より、第 5 回ワークショップの振り返りや第 6 回ワークシ
ョップの趣旨、目的について説明していただきました。 

２．取りまとめ案の報告 1/4 

今回のワークショップでは、これまでのワークショップで提案された意見を集約し、その内容をデザイ
ンとして表現した模型を提示しました。模型は、水津先生に作成していただき、「全体の考え方」、「4 つの
広場」、「各種アイテム」の各項目について、それぞれデザインの考え方を説明していただきました。 

◆デザインの考え方 

A）全体の考え方 
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メインの歩道は名鉄三河線の軌道が描いていた美しい
鉄道カーブを表現し、鉄道があった歴史性を感じられる
ようにするとともに、鉄道カーブが描く景色の美しさ
を皆が楽しめるようにします。 

歩道の美しいカーブを並木で視覚的に強調するため、
基本的に並木はカーブの外側に列植します。また、植栽
の間隔は８m とし、樹高３〜４m の幼木を植えます。 

●歩道 ●並木 

点（シンボルツリー） 
「記憶に残る１本」：高木（サクラ、モミジ、コブシ、
マツ、ウバメガシ、クスノキ、イチョウ、アメリカ
フウ、ラクウショウ他）中木（ザイフリボク、モモ、
サルスベリ、サザンカ、ツバキ他） 

線（全体を貫く歩道の並木） 
「四季五色変化の道」：重なり合って引き立て合う樹
種の組み合わせ、大浜から棚尾までが逆光、棚尾か
ら旭までが順光なので、常緑樹と落葉樹の配分を変
えます。 

面：（群としての木） 
「ドングリのなる林」：里山らしいドングリのなる木で
出来た林。夏は緑陰を楽しみ、冬は日光浴が出来る
ような明るい林、群になる植栽を計画する際のテー
マとします。

●植栽 

◆照明 
全体を貫くメインの歩道は省エネタイプの目線より低い照
明を用います。４つの広場には低い照明に加えて、目線
より高い位置からの照明（ポール照明及びイベント時に
用いるスポットライト）と、壁面や彫刻、シンボルツリ
ーをライトアップするアッパー照明を設置します。電飾用
の外部コンセントも用意し、大浜広場では演出系の光と
してインジケーターの埋め込みを行います。 

●照明 

※参考写真 

演出系 スポット 

壁面ライトアップ 

目線より低い光 



3

２．取りまとめ案の報告 2/4 

◆デザインの考え方 

B)4 つの広場 その 1 

●公園全体のエントランス部分にあたる広場。 
●全長約 50m のカーブした壁には、碧南市の歴史を振り返るような情報を提供します。 
●軌道をイメージさせる歩道の線形や舗装パターン、鉄道があったことを記念するモニュメントを設置し

ます。 
●堀川に接する護岸部分の柔らかな曲線は、道路と川と広場が重なり合う煩雑さを造形的に調停してい

ます。 
●この公園全体を通じて唯一といえる橋は、枕木とエキスパンドメタルで鉄橋らしいデザインを演出し

ます。 

●大浜広場 

●４つの広場では最も規模が小さいが、海水浴場の名前のついた駅であり、市民には思い出深い駅であ
ろう。 

●貨物輸送の引き込み線の分岐点であり、その軌道イメージをデザインに取り入れ、休憩装置を仕組ん
だシェルターを設置します。 

●駅舎があった位置にトイレを設置します。 
●ホームは木製デッキ張りとし、一部を階段状にすることで休憩ポイントとします。 

●玉津浦広場 



●緑陰を楽しむ緑豊かなイメージを作り出します。 
●既存ホームをステージの一部として活用し、道路側にはまとまったオープンな平面を確保します。 
●ホームにはレンガ作りの壁を立て、壁面には時計を設置し、文字盤デザインは鉄道時計の世界基準であ

るスイス国鉄のデザインを引用しています。 
●広場の半分は緑陰とベンチで構成され、イベント開催時とは対照的な文化的な静けさを提供します。
●シェルターには、カウンターだけの簡単なカフェを想定しています。 

●４つの広場の中で最も広く、平七緑地と駅の敷地が連続して出来た長い敷地で、様々な顔を持つ広場
にします。 

●敷地の南側は、子供が遊ぶプレイサイドであり、彫刻的なジャングルジム、原っぱ、ビオトープ、見
晴らし山などを設置します。 

●敷地の北側は、市民農園を中心とし、大木のあるホームには休憩所や道具置き場を設置します。 
●ホームは畑と遊具の並ぶ南側をつなぐ場所であり、休憩できるビッグファニチャーも設置します。 
●遊具のデザインは、安全性や耐久性を考慮し、地場産業の協力の元、オリジナルのデザインとして、個

性豊かな子供の発育に貢献します。 
●かつての駅北側からの風景を残すために、突き当たりに公園へのアプローチを作りました。 

●旭広場 

●棚尾広場 

２．取りまとめ案の報告 3/4 

◆デザインの考え方 

B)4 つの広場 その 2 
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２．取りまとめ案の報告 4/4 
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◆デザインの考え方 

C)各種アイテム その 1 

●シェルター 

●ベンチ 

●遊具 

●舗装 

ベンチのデザインは 2 種類。 
一つは鋳鉄製（地場産業活用）で、園路に沿って緑陰等に配置します。もう一つは木製で、主にホーム
の活用の際に木製デッキ上に設置される屋外家具です。 

かつて走っていた名鉄三河線の車両の残像をイメ
ージし、実際に走っていた最も小規模の車両規格
（キハ１０系）の寸法を元に、屋根と柱だけのシェ
ルターをデザインしました。用途は、雨宿りの出
来る四阿、トイレ、カフェなど様々です。 

遊具が置かれるのは主に旭広場です。 
鋳鉄製のジャングルジムは、子供が遊んでいなけれ
ば彫刻にしか見えません。 

地場産業として知られている、レンガと瓦を積極的に用います。メインとなる歩道は、真ん中のレーンが
白いレンガとプレキャストコンクリートのプレート、両サイドが赤系のレンガとなっています。簡単に交換でき、
浸透性の舗装施工法を用いて、都市インフラに負荷をかけない舗装を目指します。また、白いレンガや、
プレキャストコンクリートパネルには、歴史性、物語性、記憶の継承を積極的に行います。 
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3．全体討議 1/2 

参加者の方には、取りまとめ案の報告を受けて気になった点や修正したい点などについて、意見や提案

をいただきました。ここでは、いただいた意見に対する対応の方向性も併せて整理しました。 

意見・対応の方向性 1/2 

項目 意見 対応の方向性 

照明 

・全体的には低い照明を設置するようになって
いるが、防犯上、人の顔が見える程度のポー
ル照明灯も所々に設置してほしい。 

・また明るすぎないように配慮してほしい。 

・安全性、光害、省エネ等を考慮して計画し
ていきます。 

樹種 

・樹種選定は、落ち葉等で周辺の住民に迷惑が
かからないようにしてほしい。 

・樹木が大きくなったときに根で道路が盛り上
がらないように配慮してほしい。 

・植栽は実のなる木がよい。 

・落葉等に配慮した植栽計画とします。 

トイレ 
・延長が長く、イベントなどでも活用できるこ

とから、トイレを設置してほしい。 
・３箇所（旧駅）に設置します。 

旭駅広場
の 

横断道路 

・旭駅広場の横断道路の位置はどこになるの
か。 

・横断道路は是非作ってほしい。 
・横断道路は無くてもよいのでは。 

・現時点では決まっていません。 
・今後、位置については地元住民の声を聞き

ながら検討していきます。 

園路幅員 

【緊急避難路】 
・緊急避難路は 4m 確保されているのか。 
・緊急避難路として使用するのかしないのか。
【自転車と歩行者】 
・安全性を考慮し、道路幅を 4m とすることで、

自転車道と歩道を分離してほしい。 
・スピードを出している自転車は、歩行者に恐

怖心を与える。 
・遊歩道は、歩行者を優先に考えるべきである。

・道路設計基準においては、自転車の交通量
が少ない場合は自歩道 3m であるため、
今回の遊歩道の舗装幅は 3m とし、緊急
避難路としての機能も考慮し砂利を含め
た 4m 幅で整備します。 

・自転車のスピードが抑えられるような工夫
を検討します。 

・自転車道と歩道を明確に分けるには、4m
では狭いと考えています。 

・幅員に限界があるので自歩道分離は困難で
す。 

駐車場 

・駐車場の整備予定はないということである
が、地元以外の人にも日常的に利用してもら
うためには、必要なのではないか。 

・駐車場のない施設は活用されないため、広場
のスペースを駐車場に活用するなどして、整
備してはどうか。 

・現代の車社会や子供連れを考慮すると、駐車
場が必要である。 

・特に、起点部（大浜）と終点部（旭）には駐
車場が必要ではないか。 

・旭駅広場の宅地分譲を止め、駐車場にした方
がよい。 

・日常の利用として、市民が散歩などに利用
することを想定しているので、駐車場を整
備する計画はありません。 

・駐車場を整備する計画はありませんが、イ
ベント時の車両の乗入れは可能です。ま
た、近隣の公共施設や民間事業者に協力依
頼するなど、周辺の駐車可能空間を有効に
利用します。 

宅地との 
つなぎ方 

・道路、宅地からも敷地内に入れるようにすれ
ば、避難路との接続も良くなり、利用しやす
くなるのではないか。 

・全体としては、緑地と沿道の宅地が接続で
きるように計画します。但し、場所によっ
て目隠しフェンスや植栽などが必要な場
合には設置を検討します。 

 
玉津浦駅 

広場 
・玉津浦駅広場は北風が強いため、対策を考え

てほしい。 
・高木等の植栽を考え、強い北風を和らげる

工夫をします。 

旭駅広場 
の 

北側道路 

・旭駅広場の住宅前は交通量が多いため、歩道
を整備した方が良いのではないか。 

 

・歩道を整備する計画はありませんが、カー
ブもきついことから、道路の線形を緩やか
にしたり、路肩のカラー化など安全対策を
検討します。 



4．未来トーク「管理と活用の担い手」 

今後に向けての未来トークということで、「緑のお世話」、「コミュニティカフェの運営」、「水辺のお世話」

について話し合いました。主体的に管理をしていただける人や、活用の担い手に関する情報など、意見を

交換しました。 

7

3．全体討議 2/2 

意見・対応の方向性 2/2 

意見・対応の方向性 

項目 意見 対応の方向性 

緑の 
お世話 

・市民で植樹をすることで、緑地に愛着を持つ
ことができると思う。そうすることで少しで
も緑への理解が得られるかもしれない。 

・ガーデニングの専門家を招き、花壇や植栽に
関する教室を開催してはどうか。教室の開催
によって、参加者間でのネットワークが形成
され、今後の担い手に発展することも考えら
れると思う。 

市民農園 

・管理が難しいと考えられるが、小学校や老人
会などと連携することで上手くいくのではな
いか。 

・既に小・中学校で農園活動を行っているとこ
ろがあるので、このような学校に利用しても
らい、管理をお願いしてはどうか。 

・市から幼稚園や小・中学校に呼びかけを行っ
てはどうか。 

カフェ ・できるかどうか心配。 

管理 
担い手 

・行政から地区の割り当てをしてもらえると動
きやすい。 

・子ども会は負担が大きく、他の仕事をやりた
がらないため、既に退職している人から人材
を発掘してはどうか。 

・旧三河旭駅は以前に、子ども会の花壇があっ
たので、復活してはどうか。 

・ボーイスカウトに声をかけてはどうか。 

・大きな方向性として「名鉄跡地を、コミュニティイン
フラとして育む」ことを考えています。つまり、名鉄
跡地を散歩する方、活用する方、跡地周辺で暮す方、
商売をされる方等、多様な立場の方々が、出会い、あ
いさつし、コミュニティを育む場にします。このよう
に活用される跡地整備や運営の体制づくりに向けて、
行政は、市民のみなさまと共に考え、行動する中で協
働関係を築いていきます。 

・なお、ビオトープ、カフェ、市民農園、花壇は、担
い手や管理者がいない場合は、広場や四阿、植栽帯
として管理することになります。 

項目 意見 対応の方向性 

避難 
タワー 

・津波対策として避難できるタワーをつくっ
てはどうか。 

・タワーを整備する計画はありません。
一時避難所へ避難していただきたいと
考えています。 

広報 

・市民の公園に対する期待感を高めるような
PR をしてほしい。 

・水津先生に小学校を回ってもらうなどして、
PR を行ってはどうか。 

・今後、遊具デザイン等で市民参加の機
会を考えていきます。 

防災無線
放送設備 

・全体的に低い土地なので、緊急時には防災
放送を流すようにしてはどうか。 

・現時点で防災行政無線（同報系）を整
備する計画はありません。へきなん防
災メールなどで情報を伝達したいと考
えています。 

身障者 
への配慮 

・身障者等へ配慮されているか。 ・車いすやベビーカーなどが通りやすい
ように、段差などを極力なくした、や
さしい道づくりに配慮します。 



 

・多くの方の想いを聞け、自分では予想しなかった意見もあったので、勉強になりました。 

・花壇や農園などは、専門家にガーデニング教室を開催してもらうことで、良さを知ってもらったり、教室

の中で仲間やグループなどのつながりが生まれ、担い手に発展する可能性もあるのではないか。 

・人のためだけでなく、自然界で生きている生き物にも、生きていく場所を残してあげてほしいと思います。

・沿線の人が主体となる管理団体の体制づくりが基本だと思います。 

5．アンケート回答 

◆発行元・問い合わせ先 
〒447-8601 愛知県碧南市松本町 28 番地 

碧南市役所開発水道部公園緑地課公園緑地係（担当：渡辺・高須） 

TEL：0566-41-3311  FAX：0566-46-9456   E-mail：kouenka@city.hekinan.lg.jp 

URL：http://www.city.hekinan.aichi.jp/KOUENKA/index.htm 
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★ワークショップの様子 

今回も様々な意見や

提案をいただきまし

た。 

ワークショップも

いよいよ最終回で

す。 

水津先生よりデザイ

ンの考え方について

説明していただきま

した。 

最後はアンケート。

言い残したことのな

いように。 


