
別紙

■利用者アンケートの自由意見
項目 16（自由意見）

1

２年前豊橋から引っ越してきて、第１子を豊橋保健センター（ほいっぷ）でお世話になることと、前職場で研修をする

ことが多くあった。こちらへ来て比べてしまったのは、古い・暗い・怖いでした。ぜひ清潔で明るく、子供が落ち着け

る新しいセンターを作って頂きたいです。

2 もっと気楽に子供と来られるようになったらいいなと思います。災害時も頼れる場所であってほしいです。

3 運転が得意ではないので広めの駐車場が欲しいです。

4
少しの時間でいいので息抜きがしたい時に子供を預かってくれる託児所を増やしてほしい。気軽に１時間、２時間だけ

みたいなところ。

5 県内他市の同様な施設を参照して良い点を取り入れてください。他市と現状ギャップが大変大きいと思う。

6
病院に受診した時の医師、看護師の態度・言動に疑問があった場合に聞いて頂ける窓口があると心が落ち着きます。責

めるということではありません。

7
少なくなりましたが、上から目線で受け答えされる方がたまにいらっしゃいます。落ち込むことがあります。相談しや

すい雰囲気を作るためにもそのような方が少ない良い教育をして頂きたいです。

8 週末や祝日開催のイベントを増やしてほしいです。仕事をしているとなかなか参加できません。

9 小中学校でも気軽に立ち寄れる新保健センターにしてほしいです。

10
家事代行やベビーシッターは今は有料ですが、市で補助金などで支援されるのはいかがでしょうか？実際にキッズライ

ンを使用しており、非常に助かっています。働く以外の自分の勉強時間にあてられたり、有意義です。

11 保健センターがどのような仕事をするのか情報提供してほしい。広報などで。

12
市民が利用するのに便利になるように先進事例を積極的に整備して後手にならないよう急ぐことの無い様に充分時間を

かけること。人口増減をあまり考えすぎないよう、市民が年齢に関係なく気を配る施設にしてほしい。

13 災害時の対応が十分できること。

14 健康相談がいつでも出来るスペースがあれば良いと思います。

15 職員の増員、健康づくり推進員の拡充とやりがいの持てる活動を作ってほしい。

16 「新保健センター」期待しています。高齢になってきますが大いに利用させて頂きます。

17

各町内で行っている活動に保健センターも入ってもらい、健康に関することの話を聞けることも良いと思う。市全体で

の行事では年何回か開催されるが、例えば集会所で行っている、福祉活動の中で、専門的な話を聞くのも町内活動の活

性化になるのでは。それには保健センターの人員の充実が必要となるけれど。市全体の集まりに行くのはと思っている

人も町内の集まりなら参加してもらえることもあるからです。

18
子どもつれて気軽に行ける場所であってほしい。健診などの用事があるからという理由で行くだけではなく、子どもを

遊ばせられる親等が気分転換できるなど普通に行ける場所だと嬉しい。

19 開かれた、利用しやすい、また個々多様な状況に寄り添った親しさが感じられる施設になってほしい。

20 一宮町です。今まで保健センターはほとんど利用していませんでした。今後はもっと身近に利用できればと思います。

21
やんちゃな兄は自由に走り回るので、赤ちゃんと一緒に面倒見るのは大変。なので公園のように遊具があって赤ちゃん

を寝かせられるスペースがあると助かる。

22 育児に関する相談や健康に関する相談が気軽にでき、気軽に足を運ぶことができるところになってほしい。

23 期待してます。アンケートで○を3つまでに絞るのに苦労しました。さまざまな機能、サービスがあるといいです。

24 コロナの影響で日時指定急すぎる。待ち時間も長すぎる。

25
近くにあった福祉保健センターがなくなってしまうのは、地域の情報を失うことになるので不安です。少し規模が小さ

くなっても残してほしいと思います。

26 悩みや困りごとを話したくなる所であってほしいです。

27 保健センターに行く場合、駐車場が広いか心配です。

28 今は個人家族です。必要とする相談、もれない相談、安心して話を聞いてくださる所であってほしい。

29

出張で健康教室に来てくれる保健師さんがいると嬉しい。充実した内容ができそうならぜひ、クリニックの研修室にき

てもらえないだろうか。本来ハローワークの仕事かもしれないが、医療職の求人情報を扱ってくれると有難い。マイ

ナーな外国語通訳か手話通訳などを斡旋してほしい。育休について啓発してほしい。地域に本当は医療が必要だが、受

診していない人向けに受診を促す事業（健診以外で）をしてほしい。セルフメディケーションについての教室を（外部

からの招聘OK）家事サポの働いてくれる人をどんどん発掘してほしい。認知症カフェなど、小規模事業所がいきなり

は手を出しにくい事業をしてほしい。私立でやっていること（アイレクスや樋口病院、しらゆりなど）と事業がかぶら

ないようにしてほしい。ココニコはとても羨ましいので似たものがほしい。終活教室など。とりあえず医師会や市民病

院にも意見をきいてほしい。

30

妊娠中の歯科検診が平日の昼間だと仕事の関係で受診しづらく、近くの歯医者で実費になってしまう。近くの歯医者で

も受診できるようにするか、土日等で受診できるような仕組みを作ってほしい。新保健センターになったときに渋滞や

駐車場が足りないと不便だと思う。

31 心地いい機能を備えたいいものを作ってください。駐車場も充分に。

32 健康にいい色々な教室を開いてほしい
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33
駐車スペースが心配です。高齢になりますので立体駐車場のせまいところには心配です。安心できる場所に駐車できる

のなら保健センターの利用も楽しくできます。

34 身近にいつでも相談できる場所があり続けてほしいです。それで安心、孤独から助けられる方もいます。

35 前立腺検査は70歳以上が特に必要と思われるので年齢を考慮してほしい。今年のミニドックは待ち時間が長かった

36 近くに市民病院があるので機能が重複しないようにしてください。

37

10年以上前のことなので今はわかりませんが、子供が発達障害ではないかと不安でセンターに電話をしてそのあと診て

もらったが大丈夫的なことを言われ･･･数か月経っても不安は増すばかり。1年たち病院へ行くと診断された。その1年

はとても大きく･･･きちんと知識のある方が断言せずに受診ということをすすめるなどしっかり整えてから教えてほし

いです

38 何でも自由に相談できるところであってほしい。自由に訪れることが出来る雰囲気であってほしい。

39 これからお年寄りが増えるのでなるべく近くの施設の方が行きやすいので近くの施設も残してほし

40 新しいものを作っても利用される人は少ないと予想されます。利用価値のよいものにしてほしい。

41 個人個人が気軽に参加して健康推進していけるようなイベントを計画してほしい。

42 外国人が気軽に相談できる窓口をもっと作ってほしい。

43
総合保健センターはぜひ実現してほしい。市民病院近くにイオンができる計画は進んでいるのでしょうか。救急車が困

らないようなしっかりした案ができてから進めてほしい。本末転倒にならないように。

44 自宅に居ながら相談できるよう、IT化を推進すべき

45
今までと同じように食事面や健康面等で出来る限り利用したいと思います。何度も食事の事等で教えていただきまし

た。

46
日頃忙しいため、健康診断、がん検診などがずっと行けていないままになっています。もう少し効率的な健診方法等あ

ればありがたいです。

47 がん検診や健康相談をもっと増やしてほしい。

48 今までと同様に検査してくださることに感謝します。

49 保育施設を充実してもらいたい。

50
ココニコのように、子どもが遊べるスペースがあると行きやすく、相談や教室に参加する人も増えると思います。外に

ベンチやお弁当を食べる屋根のある場所があったら集いやすいかな。

51 地域の方の理解が低い。子どもを育てていくなら家族だけでなく、地域も心の広い気持ちが欲しい。

52 子どもを安心して外で遊ばせられる街になるといいです。防犯カメラ増やしてほしいです。

53 乳幼児を連れていきやすい施設が増えると良いと思います。

54 もっと子育て（子供が遊べる）場所、相談できる所があれば…。託児もできる所（気軽に）があれば良いかな。

55 夏でも子どもと遊べる公園がほしい。ぎょぎょランドのような

56
子供の屋外での遊ぶ場所が少ない。大きな公園も遊歩道ばかりか、芝ばかりで子供はつまらない。もっと遊具のある公

園がほしい。

57
ねんね時期からでも遊びに連れて行きやすい場所がほしい。週末園児をつれて遊びに行ける場所をまとめたガイドブッ

ク。おトイレ、おむつコーナーなんかもまとめてあると便利

58
意見は特にありませんが、気になることは子供たち（小中）が元気がないように思えてならないので、子供を外に出す

工夫を考えてもらいたい。

59 幼児向けの公園が欲しいです。室内の遊び場なども。

60 室内や公園での遊具がある施設が少ない。子育てがしづらい市だと思う。

61 子供の遊び場、遊具の充実。屋外プールがなくなったので、その代わりとなる水遊び場。

62 雨の日でも遊べる屋内施設が欲しい。

63 山奥で歩道がない道路でも子供が安心して歩行できるようにしてほしい。

64

何か悩み事相談があるとき分かりやすい相談窓口があるといい。豊川市には室内で遊べる施設やプールも少なくなって

しまい、公園ものびのびと、大きくて楽しい遊具も少なく、、。土日は他の市や県まで出ていき子供を遊ばせていま

す。もっと充実した遊び場が増えたら嬉しいです。東部小地域には児童館がありません。安全に、雨の日でも遊べて集

える児童館があると子供たちにとっていい場所になると思います。

65 小さな子どもが遊べる施設が市内に少ないので、そういう場所があると良いと思う（豊橋の「ココニコ」のような）

66
子づれで出かけやすい場所が増えると、親の心や身体も元気になり、子供も健康に育てることが出来るので、ぜひそう

いった場所を増やしていってほしいと思います。

67 駐車スペースのある公園を増やして欲しい

68 豊橋のココニコのような施設を作って欲しい

69 私自身、2才・0才の子育てをしているので、子どもが遊べる施設の充実を希望します。

70
高齢者、子育て期などその時期に応じ、利用できる施設を住んでいる所から行ける場所、特に集える環境を残して欲し

い

71 室内の子ども達が遊べる大きい広い遊具などがあると嬉しい。

72 同じ歳位の子供を持つ父兄と交流できる機会の場が増えるといい。
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73 子供（小さい子も）安心して遊べる場所がもっとたくさんあるといいなと思います。

74 子どもの遊び場の遊具

75

・母子手帳の保護者の記録のページの自由欄をもう少し増やしてほしい。（成長の記録や様子等記入していますが足り

ずに別にノートを用意して記入しています。）

・町内の公園の整備、充実（最寄りの公園は草がしげり、砂場には大量の猫のフンがあり不衛生。安心して子供を遊ば

せることができません）

76

・子どもが安全に住めるように公園や道路の整備や防犯対策をしっかりしてほしい。

・夜街灯が少なく暗い所が多い。

・ショッピングセンターなどが全くないので不便。

77
子ども達が安心して遊べる場所が少ない気がする。八南地区（市）に住んでいるがもっと公園などの遊べる場所を増や

してほしい。そうすれば子どもも大人ももっと住みやすくなると思う。

78
子育て中、健診や病院にかかることが親はしづらいことがあります。その際気軽に利用できる託児施設などが増えてい

くといいと思います。

79
午前中に1時間とかだけでもいいから、同じ年齢の子をもつお母さんの交流や話せる時間などあったらいいのではと思

います。

80

子どもが室内、室外で遊べる広場（遊具、広場、トイレ、駐車場、キッチンカー、フリマ等、遊歩道、ヨガやしょうぎ

等サークルできる部屋。子ども化学館→実験、色のかわり等、スライム作り、スーパーボール作り、飛ばして遊ぶ等。

貸し出しオモチャ、オモチャのおいしやさん、シルバーさんのオモチャ屋さん、無料オモチャ回収、お洋服修理やリメ

イク（ベビーカー、ベビーベッド、サークル、服、靴、オモチャ等）→格安の販売

81 もっと子供を連れて遊びに行ける場所を増やしてほしい。

82

各々にあった教室等があるのは知っているが、新しい事への挑戦はかなり勇気が必要で最初の一歩がとても出にくい。

子どもを連れての移動は大人一人では難しい事が多く、他者とのコミュニケーションをとりたい時に外に出る事ができ

ない。チャイルドシート等のついたバスで月齢に合わせた教室に行くまでの送迎バスのようなものがあれば利用してみ

たい。（かなり泣くと思うが）

83
子どもやお年寄りが楽しく暮らせるように医療や相談できる所が充実するといいと思う。保育園に駐車場がない所もあ

るので作ってほしい。

84
子どもに対する食生活のお料理教室とか、オンライン化されると参加しやすい。+インスタ映えするようにおしゃれな

健康料理とかあったら興味あります。

85

知人に双子を持つお母さん達がいます。←同じ人達が集まる日があって双子のいる同士、同じ悩みを相談できて良いと

聞きました。ので双子だけでなく、悩みを持っている母親や他の市、県から来た子のいる母親が交流する場があると良

いと思います。豊橋にはココニコという子ども向けの無料施設があります。豊川にも屋内で未就学児や小学生が遊べる

ココニコみたいな所があると嬉しい。ぎょぎょランドはとても良い所なのでずっとずっとあって欲しい。手入れをもう

少しして欲しい。

86

センターも大事だが各中学校でも健診など受けられるようにしてほしい。市営公園などは遊具はなくても親子で自然の

中で過ごせるスペースが市内に多くほしい。車で行かなくても散歩がてら、自然・四季の移りを体感できることを守り

たい。

87

児童館のおもちゃ等を新しくして欲しいです。同年代の子と関わる機会をもたせたいので、児童館を利用したいのに、

行っても楽しく遊べる物が少ないので残念です。なのでMahを利用しがちなのですが、近所にせっかく児童館があるの

で、そこに行きたいです。幼稚園、保育園について市のHPからもっとわかりやすくまとめていただきたいです。どう

やって探したらいいのか、保活の仕方もよく分かりません。

88 子育て支援や産後の母親のケアがあり、高齢者が集う場所になるといいなと思います。

89
産後サポートについて知らない人が多い。クーポンのこと等もっと伝えておくべき。実際に知らなかったが、助産院を

利用時そういう話を聞いて知った程度。

90

豊橋の小石マタニティで出産しました。退院後1weekでオンラインで助産師と話ができました。すごく助かりました。

（いつでも来ていいと言われても産後はでかけるのがむずかしい。気持ち面も身体面も）そのオンライン診察で、さら

に産後ケアの受診につなげてもらえました。相談もしやすく、とてもよかったので豊川もぜひ。

91 子どもが集まれるスペースの充実、産後ケアの充実を希望

92

子育てしているものからの意見です。私は自分の実家が近く、姉たちもものすごく近くに住んでいるので2人の子ども

を育てられているように思います。助けてくれているので。でも正直近くにサポートしてくれる人がいなければすごく

苦労したし、2人目も考えなかったと思います。悲しい事件も多いです。産まれてくる子ども達のためにも産後のお母

さんやその家族へのサポートはしっかりしてくれたら嬉しいなと思います。子ども達が元気に暮らせる市になってくれ

たらいいな。

子育て支援
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93

・新型コロナ等の感染症が発生した時、県外に出られない場合、産後4カ月までの産後サポート・補助を伸ばして頂け

れば今後このような状況になっても安心しやすいと思います。

・他府県の方や同じワンオペで育児している方々との交流等があれば助かります。・今でも健診や育児の教育は充実し

ていて助かっています。ありがとうございます。このままコロナの影響がなく実施されていくことを願っています。

94 年長者になってもゆっくり体操などできる場所があったらいいな。お話も聞いてほしい（身体の不安等）

95 シニアの為の体操教室、作ってほしいです。趣味の教室（ヨガ、ストレッチ、健康体操）などあれば嬉しいと思いま

96 歳と共に健康について気になるし、運転もそのうち出来なくなった時に不便が生じてきます（身体的に）

97
1週間に1回コーヒー喫茶を作って欲しい。年齢に分けて（年寄り会（70才～）、中年層の会）おしゃべりコーヒー部

屋を作って欲しい。おしゃべりタイム時間のスペースと曜日を作り宣伝してほしい）

98

・新しい保健センターが出来ても1人で通えない人がいる。今の巡回バス等をもっと充実して多数人が利用できるよう

に考えるべきだ。

・介護施設等で十分くつろげないでいる利用者等の中で、希望者は利用できるように市内の老人等全てが平等に利用で

きる施策を考えた施設にすべきである。

99

各町等にデイケアデイサービス以外で気軽に行き集まりやすい所が有り、そこで不安に思う事、体の様子の事などを相

談するところがあるようになると良いかなと思います。この思いはデイサービス、デイケアにまだ通所していない人に

対しての意見です。介護をしている者達の思いを話し合えるところがあることは知っていますが、通所を家族がしてい

るデイサービス、デイケア等でも面談をして話ができるようになるとよりわかるようになると思います。現状月一回ケ

アマネとの談話はあります。コミュニティバスの乗るステーションがもう少し多くなって欲しいです。利用するにも現

状遠いので利用ができないです。

100
今は自動車の運転ができるが、高齢になった時、健診の足がないと遠のいてしまいます、交通の便が大切だと思いま

す。

101 年をとったら心配でセンターから見に来てくれるとありがたい。よろしくお願いします。

102 高齢者の乗り物について、免許がない方のために対策を考えてほしい。

103
高齢者の集まる場所を多くしてください。子供の行事はたくさんあるがこれから高齢者の数が多くなりますので行事

等、高齢者でも気軽に参加できるように施設、行事があってもOKかな。

104
デイサービスに行くほどではないお年寄りが集まり、楽しく過ごせる場所があるといいと思います。（健康体操をした

り、昼食やおやつを食べるなど）

105 お年寄りや子供が気軽に利用できる場所や施設。一人っきりにならないような工夫。

106 健康長寿のための運動施設が不足していると思われる。公立の小中学校の体育館の老朽化が激しい。

107 発達障害児教育を広めてほしい。健常児に対しても理解を深めてほしい。

108 障がい者（大人）でも自由に入ってお話を聞いてくださる場所があると良いと思います。

109
場所的には良いところだと思います。誰もが出入りできる居場所で交流が（いろいろな年齢、障がい者、男女）に関わ

らず、ともに過ごすことが出来る空間が欲しい。

110

現状発達に遅れを感じる子に対する発達相談を定期的に行ってくれてはいるが、日程を増やしてほしい。また、相談へ

行くとなると今はコロナの心配もあり密を避ける為保健センターへ行くことも難しい。そこで例えば保健師が同行で臨

床心理の先生に家に来てもらい直接、家での様子も見てもらいながら相談が出来るようになると良い。もちらん希望者

は…という方式で。人によっては家へ来てもらうのは嫌な人もいると思うので…。

111
豊川市白鳥町総社の前の通学路にガードレールなどを設置してほしいです。車がスピードを出しているのでとても危険

です。１年ほど前に子供が車にひかれる事故もありました。ご検討宜しくお願い致します。

112
八幡は少し遠いのでもう少し中心部に設置してもらえれば利用しやすいのではと思います。開発が西部ばかりで東部に

住む人にとって行くのが手間です。

113
新しい場所へ移転するのはいいのですが、近くに大型商業施設ができる予定で、近くに病院もあり、渋滞とか大丈夫な

のかなと思います。

114 新築、集約はうれしいですが、渋滞、駐車場不足などが発生しないといいです。

115 人、車の増加に対する安全対策。交通量に対する車道・歩道。

116 高齢化に伴い交通手段が便利である。距離が近い、分かりやすい場所にある。

117 いずれ車を運転できなくなるので行きやすいところが欲しい。

118 多くの施設が密集することになり、車の量も増えるだろうから、交通整備をしっかりして欲しいです。

119 主要な施設を一箇所に集中して建設しないでほしい

120 イオンや市民病院の近くで渋滞する可能性があるため、交通整理をしっかりしてほしい。

121 今私はまだ若いですが、この先年をとった時に行きやすい場所（交通機関）であってほしい

122
①設置場所に向けては、交通手段が可能（200円以内）で行ける所であること。②巡回バスでは時間ロスがあり、それ

を加味したものであること。③不便では用をなさない。

123 電車が通る所

産後ケア

について

高齢者支援
について

障害者支援

について

立地・交通
について

4/6



別紙

■利用者アンケートの自由意見
項目 16（自由意見）

124
巡回するバスがあれば良いと思います。いつでも自由に寄れる事が出来れば良いです。楽しく健康に関する相談やくつ

ろげる場所になることを期待しています。

125 大型商業施設ができたら混雑が心配

126

今は自動車で動けるが、年齢が上がると自分で行くのは難しくなると思うので、病院、保健センターなど必要のある場

所にはバスなどで行けるようにして欲しいです。一極集中も大切ですが、できれば近くに施設があると行きやすいと思

います。

127 住居の近くにあるほうが良い。（保健所は）一極集中は良くない。反対。

128
ひとつの所に施設を設置するのは、管理しやすくなるでしょうが、そこを利用する私達にとっては利用しにくくなりま

す。今ある各地域の施設も残して欲しいです。年を重ねれば重ねるほど自分で移動できなくなります。

129 集約することも理解できるが地元というか近くに必要な施設はほしい

130
保健センターも市で1ヵ所になったら遠くて行けない人も出てくると思います。高齢の方もどんどん増えるので気軽に

立ち寄ったりできる距離、施設にしてほしいです。

131 混み合う道路の渋滞緩和

132

・文化会館、市民病院、保健所とすべて密集しているのは良いですが、マイカー等の交通渋滞が心配です。

・私の家からは交通の便が悪いので免許返納後はタクシーを使わないとどこにも行けないので施設を利用したくてもタ

クシー代等を考えるとなかなか行けないと思います。

・催し物がある時だけでも送迎していただければ積極的に参加できるのですが…

133 一ヶ所に施設が集まり、大丈夫でしょうか？

134 交通手段としてもっと市内のバスを小型でよいから増やしてほしい。

135
多くの機能が豊川市の中心部にあり、住居である御津付近はどんどん不便になっている気がします。中心部に集約し、

効率化を図るのであれば少なくとも交通の便も充実させてほしい。

136
決定後なのでどうにもならないとは思うが、病院、新保健センター、大型商業施設が全て近くに集約されることで交通

渋滞等少々心配であります。より利用しやすい新施設、期待しています。

137
新保健センターは必要だと思いますが、老人は動けないので地域に近い相談できる保健センターは必要、残して欲し

い。いつまでも車に乗れる訳ではないので不安です。住み慣れた地域での充実を期待します。

138

現在は自動車移動ができますが、この先自分の意志で行けなくなるかもしれない。そんな時、総合ではなく各地域にセ

ンターがあると良いと思う。そして動けない人でも保健センターを利用できるようPRしてほしい。これは高齢者ばかり

でなく障がいを持っている人も…。健康には常に注意していきたいと思う。

139 大型商業施設が出来ることにより、市民病院周辺の道路の混雑が心配です。

140 道路・地域環境整備

141 保健センターに行くのに交通の便が良くなるといいと思います。

142
色んなものが集中するのいいが高齢者が多いので遠くからも来ることが出来るように交通機関を充実してほしい。巡回

バス等を増やす。

143
市民病院近くに医療機能が集中し、体制が強化されることは大変助かります。ただイオンができると交通の流れがどう

なるのか不安なので病院や保健センターを利用したい人がスムーズに入れるようにしてほしいです。

144 運転できなくなると交通手段が不安です。どの場所でも乗り降りできるバス停みたいなところがほしい。

145
車や自動車に乗れる間はいいが年齢が高くなってこれらの利用ができなくなった時困るので、浜松市で行っているよう

なタクシー券（往復分）を年1回配布して足の確保をしてほしい。

146 新保健センターへ行く交通手段の確保

147 センターが遠くなる住民に不遇にならないこと。差が出ては困る。

148 年よりになると近くの場所が良いです、

149 一か所に建物が集中すると混雑するし遠い人は行きにくくなると思います。

150 バス乗り場がとても遠い

151
診察を受けるにも、車に乗れなくなったらどうしようとは思う。交通が悪いので安く使えるタクシーなどの補助がほし

い。

152
大型商業施設の近くに保健センターが出来ると車が混み合いそうで行きにくいなと思う。よっぽどのこと（1才半、2

才、3才児の健診など）がないと行きたくない。

153 豊川市に合併したために不便になることが多いと思われる。自家用車のないものにとっては利用しづらくなる。

154
保険や医療関係に貢献した日本や世界の人物伝毎月発行してほしい。世界の最貧困の医療をビデオなどで見られるよう

にして欲しい。尊厳死ができるように、政府に働きかけてほしい。

155

・幼児や小さな子供が安心して運動ができ、楽しく過ごせる場所があればいいな。おもちゃや身体の機能がアップ出来

る様な部屋。

・高齢者や虚弱な人も身体活動を増やし運動の仕方（やり方）によって改善できることを知り、安心して長生きした

い。

156 今は自由で健康的に過ごしています。これからも今まで通りに過ごしていければよいと思っています。

その他

立地・交通
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157
今の所に20年余りも住んでいますが、隣近所の人を殆ど知りません。地域で親しくなれるような行事も色々考えて頂く

と親しみも湧くかと思います。

158 連携が速やかにできること。

159
5月以降に産まれた子どもにも特別給付金を支給してほしい。（豊橋市など他の市町村では支給するところがあるので

豊川市もお願いします。）

160
発達に不安のある子と、その家庭のサポートを充実してほしい。療育に連れて行ったり大変です。地域の人たちにも理

解してもらえるような町づくり？をしていってもらえると安心です。

161 ウォーキングコースを新設

162 名鉄豊川線と今度予定している文化会館予定地の間の市道をこの際広げてはどうですか？

163 アンケート内容が多い

164 祭り（催し物）

165
若年層の雇用機会の確保・市内企業の育休取得率の向上、テレワーク環境の確保（市による数値目標の設定、金銭的支

援）

166 助け合い、子供民生委員、中学生民生委員、子供民生

167 IT化、ペーパーレスを推進して業務の効率化を進める。

168 健康に関する市のホームページの充実

169
ハード面の充実はありがたいがソフト面が難しいと思われる。高齢化で人生100年時代と言われる今日、多種の病があ

ると思う。これらすべてに対応するのは難しいかと思いますができるだけ需要に沿った形で運用していただけたら。

170
コロナで露見した医療機関との連携がもっと密で完璧を目指してほしい。総合病院（病名がはっきり分からないときに

窓口になってくれる部署）と精神科が立ち遅れていると思う。診療科のたらいまわしをされる患者が気の毒。

その他
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