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今年度、豊川市では、小坂井地区における将来の公共施設のあり方を考えるにあたり、地域の方々と一
緒にワークショップを行い、地域の将来像や再編施設に必要な機能等について検討を行いました。
８月 31 日（水）、9 月 14 日（水）の２回にわたって行われたワークショップは、事前にご応募いた
だいた小坂井地域の方々計 1７名が参加されました。参加者の方々からいただいた、たくさんのアイデア
やご意見についてニュース形式にてまとめてみましたので、ご覧ください。

住民ワークショップ 全２回の主な構成
回

テーマ

内容

第１回
小坂井支所周辺地区の将来の
（８/31） 公共施設をイメージしよう！

・小坂井支所周辺地区の公共施設再編の経緯
・公共施設再編における具体的な機能とその役割
・将来の公共施設について具体的なイメージ、将来像を考える

第２回
小坂井支所周辺地区の再編プ
（９/14） ランを考えよう！

・小坂井支所周辺地区の再編施設の機能について考える。
・機能間のつながりを意識して、具体的な利用イメージを考える。
・地域との関わりを考え、どんな活用を行っていくと良いかを話
し合う。

第１回 ワークショップ

◆日時：８/３１（水） １８時３０分～２０時３０分

◆場所：小坂井生涯学習会館 （参加者 16 名）

◆「小坂井支所周辺地区の将来の公共施設のあり方についてみんなで考えよう！」と題して皆で話し合いました

◆ABC３つの班に分かれて話し合った内容の抜粋を以下にまとめました。

A班

B班

C班

話し合い
の成果

キャッチ
フレーズ

ともにつくりあえる
ふれあえるまち

◆当面の 50 年くらいを見据え
て／赤ちゃんからお年寄り
まで、和気あいあいと集える施
将 来 像 設／つながりを大切に／子ど
キ ー ワ ー も達が安心して、笑顔があふれ
る／安心、安全／ユニバーサル
ド（抜粋）
デザイン などなど

お年寄りから子どもまで
笑顔あふれる町!!
笑顔あふれる町!!
◆みんなが使いたくなるよう
に／入りやすい／誰でも集ま
りやすい／幼児から祖父母ま
で輪のある／小坂井を愛せる
街／男性も女性も働きやすい
／みどりが多い／車イスの方
にやさしい／バリアフリー／
目的の場所がわかりやすい
などなど

これを探そう！小坂井で！
◆図書館で大勢の人と交流／
近所のつながりアップ／笑顔
で過ごせる／情報発信の強化
／小坂井の名所、名物づくり／
健康づくり／緑がたくさんあ
る／佐奈川の遊歩道をきれい
に などなど

◆ABC,３つの班の意見を一つに集約したものを以下に整理しました！

◆コンパクトで効率的
・将来の人口減少をふまえ、効率的でコンパクトな施設に。

◆人が集い世代を越えて交流できる
・再編施設で世代を超えて沢山の人たちと交流できる施設。

◆にぎわいを創出し地域の人たちに愛される
まちの将来像
キーワード
に関するコメ
ント（まとめ）

・利用者が来やすくみんなが使いたくなるようなまち
・ふるさと小坂井を愛せるようなまち／名所、名物づくり
・男性、女性も働きやすい。情報発信の強化（スマホ等）
・健康づくり／「はじまりの体操」の浸透／健康づくり公園

◆環境にやさしい／人にやさしい／安心安全
・緑がたくさんあるまち（ポプラ並木、佐奈川の遊歩道を清潔に）／ユニバーサルデザイン、
バリアフリー／事件や事故の少ないまち

◆その他
・住民の意見に耳を傾ける／周辺道路をすっきり／小坂井に道の駅をつくる。など

◆支所機能／児童館機能／図書館機能／生涯学習／文化機能
・支所機能なるべく少なく、その分スペースは他にまわす。
・児童館の中にフリースペース。雨天でも運動できる。子育て世代の情報交換の場など。
・図書館は本の種類を増やし学習スペースを広く。多世代交流が図れる場所に
・生涯学習機能は次世代に向けた文化・芸術の場に。広い集会室や
子ども向けの天体観測、夜間のプログラムの充実など。

◆共用機能／駐車機能
・多目的トイレ含め穴数を多めに／屋外にトイレ。
・駐車場は現状確保かできれば多めに整備。

◆付加機能
具体的な機能
のコメント
（まとめ）

①保健センター機能
・健康センターや子育てサロンの開催／ジム機能／健康に関する機能／健康に関する記事を
広報等で特集。
②オープンスペース機能
・各機能をつなぎ、交流を創出する公園的な機能／世代間交流が図れる／遊具広場、ボール
遊ができる広場／お祭り、イベントのできる場所／多世代の人たちで賑わう／学校と協働
し定期的な植林運動の場所。
③カフェ・食事機能
・食を通した地域の交流の場。食事処、カフェ。
④建物の構造、空間等
・災害時（津波等）にも使用できるように建物は高層階で／窓が大
きく、光を取り入れた開放的な空間／道路の整備（道が狭い、汚
い）。道巾広く。など

計画づくりに
際して注意す
際して注意す
ること

・建替期間中の利用／災害対応機能／深夜のたまり場にならないように。
幼児、小学生、中学生、高校生以上など世代で分ける。
・図書館の学習室は、学年別、年代別で分ける。
・児童館には幼児の本を置き、児童館で借りる。
・児童館は、使用施設を学年別にする。など

みなさん、たく
さんの意見あ
りがとうござ
いました！

第２回 ワークショップ

◆日時 9/14（水） １８時３０分～２０時３０分

◆場所：小坂井生涯学習会館 （参加者 13 名）

◆第２回目は「小坂井支所周辺地区の再編プランを考えよう！」と題して皆で話し合いました。

◆第１回と同様に、ABC３つの班に分かれ、再編施設の具体的な機能についてアイデアを出し合いました。そ
の成果について以下にまとめます。
≪機能別アイデアのまとめ
≪機能別アイデアのまとめ≫
とめ≫
●最低限の手続きや不在者投票ができる●ＩＴの有効活用●支所で殆ど本所機能ができる●外
支所機能

国語（英語、ポルトガル語）が話せる受付●お年寄りのためのスタンプラリー制度で外出を促す
●ATM（三菱東京 UFJ）の設置●AED や一次的な救護機能●1 階が理想だが 2 階も可。など

●地域人たちの学びの場、●地域の方が指導し、子ども達が集い学び合う●講演会の開催●オカ
生涯学習機能

リナ、フルート等の楽器の充実／●健康機器を備えたジム機能●オープンスペース●ミニ体育館
（バトミントン、盆踊り練習、体操、ダンス等）など

児童館機能

●集中して遊べる広いスペース●幅広い年代が入りやすい施設
●屋外に遊具で遊ぶ場所、バスケゴール等●１階が理想
●雨天でも遊べるスペース。など

図書館機能

●広く明るい学習スペース（ガラス張り、窓から緑がみえる）●憩いの場の創出●持ち込んだパソコ
ン等が使用可能なブース●CD レンタル●子ども用の図書室●低学年向けの読み聞かせ●絵本、アニ
メの種類をたくさん●1 階が理想。など

その他
付加機能

●子育てサークル、サロンの整備●カフェ、飲食スペース、コンビニ●広場、中庭、公園的な空間●
清潔な屋内トイレ等設備の充実●授乳スペース／パパスペースの設置／ベビーカー置き場●駐車場・
駐輪場の充実●交番は近所に（残す）●名称は『こざかいアイプラザ』

≪その他施設の構造、デザイン、景観、防災等のアイデアまとめ≫
≪その他施設の構造、デザイン、景観、防災等のアイデアまとめ≫
施設の構
造、デザイ
ン等

●小坂井の歴史にちなんだデザイン（風ぐるま、葵の紋、三河かんばつ材、
工房（鞄・風車・たいこ）等）／トンボの町を PR／施設等デザインの統一化
／カラーサイン計画／太陽光パネル、風力等

施設の高
さ、景観等

●施設の高さを周辺と同じに。（立体駐車場も同じ）

再編施設の
防災機能

●防災の拠点機能を備えた場所／災害時に避難できるように、津波がきても大丈夫な建物／屋外トイ
レの設置、備蓄、炊き出し、防災ヘリポート／集会場を高い建物で作る

その他検討
すること

●雨に濡れない工夫／滑りにくいタイル／計画地と道路を挟んだ東側敷地（駐車場、西側（計画地）
を屋根付き連絡通路でつなぐ／障がい者用駐車スペース／ゴミ捨て場機能／清掃、剪定等の日常管理
の役割分担／男性の利用率を高める機能。

再編施設を活用して
主体的に関わるためのアイデア

班

●葵祭り

活動
場所

実施
時期

全ての
施設

10 月
第 2 日曜

関わる人
（達）

商工会
ボランティ
アスタッフ

●運営への参加

地域の人たちの関わり方／具体的
交流方法、気をつける事など

A

●小学校と連携
●今まで全く利用していない人へ

◆募集方法／ボランティアセンタ
ー／有償での対応もあり？
◆話し合いの機会
◆飲食のできるイベント等／夜も
利用しやすく／利用できる人が限
定されないように

●スタンプラリー、エコポイント
●料理教室、裁縫、英会話等の勉強会

◆多目的ホールを中心に、全ての人

●音楽教室、ダンス、絵画・図工等
●イベントや発表会、音楽界など

たちが交流できる。
再編施

B

民間企業

●昔の遊びや玩具の作り方交流会

設内

等の協力

起こりやすいため、コールセンタ

●葵祭りツアー／お仕事体験ツアー

ーや意見箱など、吐き口の場を作

●町民全員で避難訓練！区別で！

る。

●障がい者との交流イベント

など

●施設掃除（雇用創出かボランティア）
C

◆人数が多いと意見の衝突などが

年中

●運営への参加
●フリースペース解放

建築中に
募集

町民サポ
ート

◆一日中掃除する人を雇う？
◆ボランティア+α？
◆図書館で 10～18 時
◆責任が発生する
◆予約制にする
◆使い易くする為のルール決め

【
Ａ班の皆さん】

【B 班の皆さん】

【
Ｃ班の皆さん】

ワークショップの感想

●これからの小坂井が楽しみになった●多様な意見に接することができて有意義な会でした●住んでいる地
域を見直すことができた●短い時間の中で意味のある思いの詰まった話し合いができた●また機会があった
らこのメンバーで集まりたい●今後も意見 BOX や誰でも記入できる機会があると良い●若い人の意見が多
くてびっくりした●いい地区に生まれ変わると良い●是非実現できる施設、みんなが喜んで集まる施設にし
てほしい●これから小坂井のために役立ちたい●年齢や職業、趣味が違えば思いも違うと思う●少しでも多
くの町民が利用でき、将来的に意味を持つ施設になることを心から願っている●町民のためのすばらしい建
物になることを願っています●具体的に考えていくと、色々な方面から物事を考えなければいけないと感じ、
難しさを感じた●再編複合施設の名称は「こざかいアイ(愛)プラザ」を提案します。 ほか

