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第３回　豊川市住宅マスタープラン策定委員会　意見と対応

項　　目 意　　　　　　見　 対　　　　　　応

1

2

＜同上＞

3

4

5

6

7

8 ４～７のように検討したものを再提案。 　

9 ＜回答１＞参照 　

10
＜回答２参照＞
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アンケート
調査結果

アンケートの回答者の属性を、市全体の属性と比べていた
だきたい。また、地区ごとの属性や課題のまとめのような
ものがあったほうがよい。合併をしているので、地区で課
題も違うのではないか。

アンケートの属性で質問した中学校区について、５地区にくくり、再修正し
ました。その結果は、課題整理（３章）に補足しました。
しかし、５地区の分析から施策に反映すべき結果は得られず、施策を実施に
推進する中で地区ごとに留意する点があれば配慮します。

Ｐ51～

アンケート
調査結果

合併をした４町も含めて都心的なところと周辺ということ
で３つか４つの地区に分けて、分析していただきたい。ま
た、地区の特徴がわかる様に冒頭でそれぞれの特徴を略記
していただきたい。

アンケート
調査結果

（19ページ）①から⑥で住宅関係、それ以降が住宅周辺の
環境でまとまっておいるが、満足とやや満足を合わせた満
足側の高いものから並べかえると、特徴的なことが一目で
分かるので考慮していただきたい。

計画素案の段階で、表現に配慮します。（資料３　Ｐ41は修正グラフを掲載
） Ｐ41

基本理念に
ついて

キャッチフレーズは豊川市の特徴がでていないので、豊川
市には海・川・山すべてがあるのでそういったことを文言
にいれていただきたい。

基本理念の説明の中で「豊川市の良さは水(海・川）と緑（山）の自然が身
近にあること」と明記しました。 Ｐ61

基本理念に
ついて

「ずっと住みたい　豊川」などのように、フレーズの中に
豊川をいれるのはいかがか。市町村名を変えただけでどこ
でも使えるようなフレーズは避けていただきたい。

基本理念のフレーズは、豊川市の特性をできるだけ打ち出すものとして作業
部会・事務局で再検討しました。
その結果、基本理念の説明文章でできるだけ豊川市の特性を示すことができ
るように工夫しました。　　＜回答１＞

Ｐ61

基本理念に
ついて

案１の「次代へつなぐ」というのはいいと思うが、次代へ
つなぐ内容は何だということになるので、そのあたりをも
う少し考えていただきたい。

基本理念の説明文において、豊川市の安全・安心して暮らせる環境、自然豊
かな環境を人と人とのつながりを大切にして継承することを表現しました。Ｐ61

基本理念に
ついて

アンケート調査をみると、豊川は自然環境を重視していな
い感じがあるので、自然を代々受け継ぎ、自然を基に各世
代の人々が交流をするという意味で、案１に近いものを支
持したい。安全・安心を外して、「次代へつなぐ、心豊か
で暮らせる住まい・まち」として、副題で豊川らしい自然
をいれていただきたい。

案１～３をミックスして再検討すべきという意見もいただき作業会・事務局
で検討しましたが、基本理念としては案１をベースとして再提案することが
最も相応しいと考えて、今回一つを提案しました。最終委員会までに策定委
員会において決定いただきたいと思っています。
　「安全・安心」については、少子高齢社会や地震防災のための施策が重要
となるため、もとの案のように掲載し、サブテーマについては「自然とまち
が調和した」としました。　　＜回答２＞

Ｐ61

基本理念に
ついて

住宅ということに関してはいるが、もう少しキャッチフレ
ーズの使途を絞ってキーワードを考えてはいかがか。

基本理念に
ついて

キャッチフレーズは豊川市独自のものをいれて考えていた
だきたい。

基本理念に
ついて

キャッチフレーズは施策の内容など細かいところを詰めて
、方向性をだしてから検討をしてもよいのではないか。
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＜回答１，２参照＞

　

12 ＜回答１，２参照＞ 　
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基本理念に
ついて

案１・２・３をミックスするような案を次回までに作成し
て、次回の委員会で施策の内容なども検討したうえで、決
めていただくことでよいのではないか。

基本理念に
ついて

理念は行政向けにつくるのか、市民に訴えるためにつくる
かでも変わってくるので、その辺りも考えていただきたい
。施策の枠組

み・施策に
ついて

施策の中で、下水や道路整備の話が出ていないが、住まい
を考えるときには、ライフラインを抜くことはできないの
で、そういったことも考慮していただきたい。

道路・下水について個別施策で進めていきますが、その中から住宅マスター
プランでは「基本方針３環境と共生し快適に暮らし続けられる住まい・まち
」において住宅環境の整備を掲げ、道路等の分野では生活道路の改善を示し
ました。

Ｐ74と前後

施策の枠組
み・施策に
ついて

戦略２－４の住み替え支援やグループ居住と戦略３－１の
まちなか居住のような施策は、戦略をつなげるようなこと
が必要なのではないか。

３つの横断戦略は、施策全体をつなぐものとして、取り組み内容を今回示し
ています。
このほかの単位施策についても、施策同士の連携に配慮しています。（「よ
ろずやコーナー事業」など）

Ｐ77～79

Ｐ65など

施策の枠組
み・施策に
ついて

高齢者の広い住宅の空き家を若い子育て世代に貸すような
制度などもあり得るのではないか。

郊外のお年寄りがまちなかに移って、子育てする世代が自然豊かな郊外へと
移るという住み替え支援のイメージはあるが、他市町村の事例などにおいて
、その住み替えはなかなか円滑に行かないと聞いています。
「重点プログラム」（２）住もう！まちなかプログラム」（３）「助けよう
！住まい手プログラム」の推進と合わせて進めていきたいと考えています。

Ｐ83～84

施策の枠組
み・施策に
ついて

環境との共存・共生という意味で、言葉だけではなくアク
ティブなモデルとなるものが必要ではないか。豊川型の自
然と共存した住宅のイメージが提案できるとよいのではな
いか。

今後期待される新エネルギーの導入や、戦略的施策４－１で緑や河川を活か
した住環境の形成について示しました。 Ｐ77～79

施策の枠組
み・施策に
ついて

戦略２－２と２－３がどこで分かれるのかがわかりにくい
。

２－３　人にやさしいまちづくりの推進については、市民の人にやさしいま
ちづくり推進を求める声もあり戦略的施策として掲げ、具体的な取り組み内
容を検討した結果、２－２　高齢者や障害者が暮らしいやすい環境整備に掲
げる取り組みも５つあり、２－２、２－３の構成のままとしました。

Ｐ69～70

施策の枠組
み・施策に
ついて

環境については、課題の整理で環境についての話がなく、
突然、基本目標（３）ででてくるようにみえる。

課題の⑦多様なライフスタイルを実現できるまちづくりの中で、アンケート
調査結果を示しながら、環境負荷が低い住宅や住まい方の普及という課題を
示しています。

Ｐ57

施策の枠組
み・施策に
ついて

⑥の「水と緑の環境を活かした住環境の形成」があるが、
これは豊川としての魅力づくりのような感じがする。また
、環境というのは、豊川の魅力アップのところにいれた方
がよいのではないか。住み替えも、魅力のあるところに住
み替える支援とした方が分かりやすい。
市営住宅は戦略２の方ではないかと思うので、４つの基本
方針も含め、もう少し、全体的に意図がわかるようにして
いただきたい。

基本方針の内容を記述して、４つの目標とその中身を記述してみました。
市営住宅については、目標１の施策数が減ったため、また、住宅マスタープ
ランの担当課の施策であり、１の中に据え置きました。（１－３）
４－１については、景観形成などを取り上げており、ライフステージに応じ
て適切な住宅に住み替えしやすくなるという意味で目標２に置きました。

Ｐ62

Ｐ67

Ｐ71
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＜回答３＞参照
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施策の枠組
み・施策に
ついて

戦略３－４の環境にやさしい住宅の整備というのは、他の
戦略的施策に比べて範囲がものすごく広いので、戦略的施
策の一つで取りあげるのがよいのか、基本目標にするのか
、その辺りも考慮して再構成していただきたい。

再検討しましたが、３－４の具体的な取り組みとして挙がった事項は、新エ
ネ導入など若干狭い意味の取組みであったため、目標に掲げませんでした。
「環境にやさしい住宅」に替わる適切な言葉がなく、「環境にやさしい」の
ままにしました。

Ｐ75

施策の枠組
み・施策に
ついて

大震災が起こった後の対応を体系的に書かれていることは
非常に重要なことではないか。災害が起こった後の、仮設
住宅の対応やボランティアの派遣などの対応策を事前に準
備する意味でも、マスタープランに記述があってもよいの
ではないか。

戦略的施策１－１で住宅・住宅地の耐震化の説明として今後改定予定となる
地域防災計画において災害時の復興支援対策を含めた地震防災対策の強化を
進める方向を示しました。
重点プログラムにおいて「地震にも安心プログラム」を掲げました。　＜回
答３＞

Ｐ65

Ｐ83

施策の枠組
み・施策に
ついて

災害時の仮設住宅の準備や、応急修繕の対応、地震が起き
てから３日間の初動期の対応など計画の中で位置づけてお
ければよいのではないか。防災計画に基づいてということ
はあるが、住宅の視点から抜き出して記述することは考え
られるのではないか。
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①

② ＜同上＞

③

④

⑤
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※参考　作
業部会での
主な意見
目標指標に
ついて

目標指標を設定し公表することで、各課の首をしめてしま
うことにもなりかねないので、指標の掲げ方などは要検討
である。また、市民意識調査を指標として使うものがあれ
ば、6月に行ったものを平成23年の現状値として使用して
いただきたい。
目標指標の設定については、しっかりと施策を推進すれば
数値があがるものとしていただきたい。

目標指標の内容、数値については、委員会の意見とともに、今後も各課の意
見・確認をしていきます。第４回の策定委員会には、現在分かっている指標
を記載し他者を提案していきます。
市民意識調査については、現状値は平成23年調査を使用します。

目標指標に
ついて

指標は事務局の提案で、それ以外に指標とできるものがあ
ればということなのか、削除することも可能なのか。

基本理念に
ついて

基本理念のキーワードで「夢のある」「時代へつなぐ」と
いうことは、並列ではないか。
また、「夢を持つ」の説明書きはどこにあるのか。

ご指摘のとおり各キーワードが並列とみえるよう修正しました。
「夢を持つ」は市民憲章からの言葉で、良いキーワードであり、良好な住ま
い・まちづくりができて持続性がある都市ができることと捉えています。

Ｐ64

重点プログ
ラムについ
て

重点プログラムは既存の施策をパッケージしたものになっ
ているが、わざわざ重点プログラムにした意味付けが弱い
のではないか。
重点プログラムは目玉になるので、背景・位置付けをしっ
かり説明していく。
重点プログラムをつくるということは、来年からアクショ
ンプラン、実施計画を策定してやっていくということでよ
いのか。

次年度以降アクションプログラムを策定して、推進を図ることを視野に入れ
て、重点プログラムの定義を示していきます。

Ｐ80

計画書とし
ての整理に
ついて

現状と課題はもう少し絞ることができないのか。また、課
題は文章ばかりなので市民の方が見ることを考えれば、写
真なども追加したほうがよいのではないか。

現状について必要な内容に絞って、見やすく、わかり易い様にイラストや写
真を入れ表現し、パブリックコメントに向けて準備をしていきます。
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