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令和３年度 第１回豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議 会議録要旨 

○日時 令和 3 年 8 月 24 日（火）13 時 30 分～15 時 05 分 

○場所 豊川市役所議会委員会室（本庁舎３階） 

○議題  

（１）第２期豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組状況（令和２年度

分）の評価について 

○出席者（敬称略） 

（委員） 

 ◇出席１０名 

阿部 聖   愛知大学 教授 ◎会長 

辰巳 智行   豊橋創造大学短期大学部 講師 

長谷川 完一郎 豊川商工会議所 専務理事 ◎副会長 

大石 宗弘   豊川青年会議所 理事長 

酒井 雅喜   連合愛知三河東地域協議会 事務局長 

杉山 雅俊   豊川信用金庫 常勤理事 営業支援部長兼地域支援部長 

平賀 菜由美  豊川市観光協会 専務理事兼事務局長 

川合 道子   中日新聞 豊川通信局長 

宮地 清和   豊川ビジョンリサーチ 幹事 

伊奈 克美   特定非営利活動法人とよかわ子育てネット 理事 

◇欠席１名 

牧野 延全   ひまわり農業協同組合 次長 

（事務局） 

企画部部長、次長、企画政策課長はじめ企画政策課員２名 

 

議題（１） 会長・副会長の選出 

会長については、事務局より阿部委員の推薦があり、出席した委員の全会一致

で選出され、阿部委員は受諾された。また、副会長については、阿部会長より、

長谷川委員が指名され、長谷川委員は受諾された。 

 

議題（２） 第２期豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組状況の評価に

ついて 

事務局から令和２年度分取組状況報告について資料に基づき説明 

 

●基本目標１ しごとづくり 

（会長) 

それでは基本目標ごとに分けてご意見いただきたいと思います。まず、「基本

目標１しごとづくり」についてです。KPI の達成度や自己評価の妥当性などにつ

いて、ご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 
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（委員） 

連番 11「有害鳥獣の捕獲と防除体制への支援」ですが、被害額を見ると令和

元年と令和２年でずいぶん被害が少なく済んだと思います。何頭捕獲したとい

う数字だけ見るとわかりにくいですが、被害額としては効果が出ていると思い

ます。自己評価が△になっていますが、○でよいのではないかと思います。 

 

（会長） 

今までのどんな取組で大きく被害が抑えられたのか事務局で具体的な取組状

況について把握していますか。 

 

（事務局） 

目に見える取組としては、ここ数年、防除用の柵が張り巡らされています。ま

た、それ以上に、地元の関係者の皆様、猟友会の皆様や市臨時職員で編成される

駆除隊でチームを編成して、サルの駆除を目的にパトロールをしていただいて

います。物理的な柵の効果もありますが、地域の皆様のご協力もあって被害が軽

減されていると捉えております。 

 

（会長） 

ありがとうございます。私もこの事業の評価は○でよいのかなという気がし

ていました。各委員の方からの評価はすでに提出されていましたでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。評価のあり方として、戦略会議の評価は外から見た視点での評価として、

別にまとめさせていただきます。委員の皆様から、それぞれに評価をいただき、

評価の割合に応じ、戦略会議の評定をまとめさせていただきたいと思います。そ

れについては、今日の会議で全てを特定することは難しいので、後日事務局で集

約したものを委員の皆様にご確認いただき、確定をさせていただきたいと考え

ております。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他の委員さんはいかがでしょうか。 

 

（委員） 

連番 7「若年者の就労支援」について、観光協会でもインターンシップの受け

入れを積極的に行っており、ビジネスマナー講習や実際に企業様を訪問する取

組をしながら協会事業に触れていただいています。朝礼で感想等を発表しても

らうのですが、3 日間の短期間でも、すごく成長が見られます。すでに始めてい
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るかもしれませんが、就職セミナーからもう 1 歩踏み込んで、企業様に対する

インターンシップの受け入れ制度を実施してみてはいかがでしょうか。 

学生と企業とのマッチング支援をしていただけるとよいのかなと思いました。 

次に連番 9「首都圏人材確保支援事業」でございますが、なかなかコロナ禍で

大変だと思います。政策的な面で首都圏にこだわらないといけないのかもしれ

ませんが、都市圏への変更が可能であれば、関西圏などが対象となり、事業の取

組が広がるのかなと感じました。また、補助金制度もマッチングサイトに掲載の

ある求人が対象となっていますが、実際に就職したい方と企業がマッチングで

きるような使いやすい仕組みにした方が利用されやすいと思います。コロナ禍

での苦労もあると思うので、評価が×ではかわいそうだとも思います。 

最後に、連番 13「豊川産農産物のブランド化・販路開拓への支援」について、

大葉を使った加工品の開発に積極的に取組んでいると思いますが、加工品を作

るにあたり企業側も、どこと組んだらよいか、どうすれば加工品に取組めるかな

ど、意欲はあっても商品開発がなかなか簡単にはいかないという状況があるよ

うです。そのような部分への支援ができると加工品の品数が増えて、いろいろな

サテライトショップなどで広がっていくのではないかと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございました。3 項目についてご意見をいただきましたが、いかが

でしょうか。 

 

（事務局） 

まず始めに、いただいた意見に対する今後の対応についてご説明します。この

総合戦略会議でいただいた意見は、各部署の事業所管課にフィードバックをし

て、次年度の事業のプランニングの参考とさせていただきます。そのような前提

をまず申し上げます。 

連番 7「若年者の就労支援」について、意見をいただいたインターンシップの

幅の広い受け入れや、取組のチャンネルを増やすというご意見は事業所管課に

伝えてまいります。また、現場の取組として、主に相談業務を受託していただい

ている蒲郡にある若者サポートステーションなどが、豊川サテライトというか

たちで活動していただいています。こちらのスタッフは東三河地域で行われて

いる企業セミナーなどについて、スケジュール感を捉えた上で相談者の方にご

案内しているような取組があると聞いております。そういった活動の中に委員

のおっしゃられた企業とのマッチングを普及するような取組も必要だと認識し

ておりますので、それもあわせて事業所管課に伝えてまいります。 

次に、連番 9「首都圏人材確保支援事業」ですが、東京圏だけでなく関西方面

についてもターゲットとして広げていくことが必要な視点だと思います。当該

マッチングサイトを拝見すると、大阪の方向けの入り口もあるのですが、コロナ
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禍でそこまでアナウンスができてないのかとも思います。ただし、コロナ禍だか

らといって手をこまねいているわけにはいきませんので、そのような視点も持

って取組んでいくことを考えていきたいと思います。 

最後に、連番 13「豊川産農産物のブランド化・販路開拓への支援」につきま

しては、各事業者が商品開発をするときのアイディアなどについて、第三者の方

から助言いただけるような仕組みが必要と思いますので、今後の取組の参考と

させていただきます。また、情報発信についてはこれまでも実施していますが、

各事業者が商品開発に携わる上での細かな部分を後ろ盾になって支援する取組

がより一層必要なってくると考えています。 

 

（会長） 

ありがとうございました。 

 

（委員） 

連番 10「ひまわり農業共同組合との連携による就農者および生産性向上への

支援」に関し、わかる範囲で結構ですが、就農塾受講者はどのような背景を持っ

ている方で、どのような理由で受講されたのかわかりますか。 

 

（事務局） 

受講された方の背景まで把握しておりませんが、受講された方が実際に就農

に至ったかという点は確認をしておりまして、就農塾を終了された 2 人とも就

農されているとのことです。 

 

（委員） 

なぜそういったことを聞いたかというと、どういった背景かによって必要な

支援が決まってくるものと思います。2 人とも就農されているとのことでよいこ

とだと思いますが、就農塾受講者を対象とした支援について、具体的にどのくら

いの金額を補助しているか参考に教えていただきたい。 

 

（事務局） 

一例として、農業次世代人材投資資金という制度では、年間で最大 1,500,000

円、5 年間まで補助ができる制度になります。 

 

（委員） 

ありがとうございます。個人個人にフィットした補助をしていただいて、ぜひ

この地域で末永く農業に従事していただきたいと思います。柔軟な対応をして

いただけたらと思います。 
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●基本目標２ 人の流れづくり 

（会長） 

 「基本目標２人の流れづくり」にまいります。委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

連番 35「ふるさと納税および企業版ふるさと納税の活用を通じた関係人口の

創出・拡大」について自己評価が◎で寄附件数も増えており、とてもよいことだ

と思います。通常、活動指標は講座を何回やりましたというような行政が実施す

る事業の実施量を示す指標が多いですが、この事業は企業等に熱意を伝えて賛

同いただいた結果という点が特徴的だと思いました。現在、例えば子ども食堂、

フードロス、貧困家庭など様々な課題がありますが、それらの課題に対して、同

じ手法で企業等の賛同を得て、子ども食堂等の支援につながるとよいと思いま

す。 

 

（事務局） 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。企業等の寄附行為と寄附を

必要とする団体とのマッチングについては、事務局としても課題ととらえてい

ます。連番 35 に記載したふるさと納税金額の実績値は個人の方からの寄附金額

となっており、関係人口の拡大を目的として指標を設定しています。 

もう一点、こちらの説明が不足しておりましたが、返礼品数が増えた理由とし

ては、これまでの返礼品は企業等から寄附型で調達していましたが、購入型に切

り替えたという背景があります。平成 26 年度に、ひまわり農協様からお米を寄

附いただき返礼品にしたことを皮切りに、徐々に企業様から寄附いただいてい

ましたが、コロナ禍で市内事業者の皆様の売り上げが芳しくないという事情を

踏まえて、購入型に切り替えをしました。それによって、返礼品の数が 24 品か

ら 107 品に増え、ふるさと納税の寄附金額も増えたという点を参考情報として

補足します。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

ふるさと納税に関連して、関係人口を表した数値等の情報はありますか。 

 

（事務局） 

ふるさと納税の寄附者の数としては、令和 2年度は 1,900 人程度になります。

ふるさと納税金額の増加に伴い、寄附者の数も増えています。 
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（委員） 

メディア側の要望として、返礼品の増加の際に、都度、該当企業の紹介とか品

物の背景やストーリーについて情報提供があると記事として取り上げることが

できるので、手間かもしれないが情報発信されるとよいと思います。 

 

（事務局） 

貴重なご意見ありがとうございます。ふるさと納税は関係人口の増加という

目的がありますが、産業振興という視点もあります。ネット通販だと手数料がか

かりますが、ふるさと納税という事業者としては手数料がかからないチャンネ

ルを活用して、市内事業者の皆様の商品の知名度が上がって、売り上げ増につな

がることも期待していますので、その意味でも今後、情報発信を考えていきたい

と思います。 

ふるさと納税については、豊川信用金庫様にも今年度から返礼品の掘り起こ

しでお力添えをいただいています。豊川信用金庫様とは、以前より地方創生に関

する包括連携協定を締結しており、今年の 3 月下旬から事業者様に市のふるさ

と納税の制度の紹介と登録の勧奨をしていただいております。ご協力のおかげ

で新たに返礼品の登録をいただいた事業者様もいらっしゃいます。この場を借

りて豊川信用金庫様にお礼を申し上げます。 

 

（委員） 

 ふるさと納税制度は、豊川市内での生産など、登録できる商品の基準があるた

め、各事業者様の商品がなかなか基準に当てはまらない点がありますが、何とか

がんばって少しでも多くの商品を返礼品にできるよう努力いたします。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

連番 30「インバウンド対策事業」について、活動指標である外国人宿泊者数

をどのように積算していますか。 

 

（委員） 

観光協会にて情報集約をしております。積算方法としては、市内の宿泊施設か

ら宿泊者数の情報を提供いただいており、インターチェンジ周辺のホテルだけ

でなく、様々な形態のホテルや民宿など、市内全域の宿泊施設の人数を把握して

います。宿泊施設によっては、外国人の方の宿泊数を限定している施設もあり、

割合を考えて受け入れられているようです。 
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（委員） 

宿泊する外国人に関して、イメージ的には中国の方が多い印象がありますが、

7 月から始めた豊川稲荷でのイベント「ヨルモウデ」は、コロナ禍でなければ 1

日あたり 5,000 人を呼び込む計画でした。来年度は定期、特別期間あわせて、お

そらく 200,000 人くらいの方の来訪があります。中国の方だけでなく、西洋の方

の来訪もあると予想しています。その際に、商店街の多言語対応に関し、店舗単

独では難しいのではないかと思います。今後はそのような支援が必要になって

くると考えますが、現時点ではどのような支援がありますか。 

 

（事務局） 

現在、商工観光課で外国人向けの多言語の観光案内パンフレットの制作や、携

帯アプリの多言語化を検討していきたいと考えています。 

 

（委員） 

連番 31「都市圏プロモーション事業」について、この種の事業は主に首都圏

をターゲットとした事業が多いが、豊川市の近隣の三河地方や尾張地方など近

場での集客や PR 活動を考えた方がよいのではないか。この地域から近場に出て

しまう人に対して、留まってもらえるような施策の必要があるのではないでし

ょうか。 

 

（事務局） 

ご意見ありがとうございます。委員に指摘いただいた尾張方面にも人が流れ

ているという点は事務局としても課題ととらえています。人口の移動について、

本市は、国勢調査でも速報値として、東三河で唯一人口が増加していますが、隣

接する市町からの転入が多く、その一方で名古屋方面へは転出が増えています。

言ってみれば近くから転入する方によって、トータルとして人口増となってい

ます。名古屋方面への転出が増える要因については、実態把握と検証が必要と考

えています。 

 

（委員） 

 連番 25「スポーツ合宿への支援」について、この事業は観光協会で行ってい

ます。10 名以上で市内の宿泊施設に 1 泊以上宿泊し、市内の体育施設を使って

いただくことで補助金が出ます。今年の 4 月から 8 月までで補助金の予算額に

対して 55%の利用実績となっています。コロナ禍でも 10 名集まらないと利用で

きないため、利用が伸び悩むのではないかと思っていましたが、昨年度にアプロ

ーチをしっかりとしたおかげで、半年足らずで 55%の利用実績がありました。 

 この事業の狙いは、平日の体育施設の利用を促しかつ、豊川市に泊まっていた

だいてお金を落としていただくことです。この会議で毎年お伝えしていますが、
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人数制限の緩和や、スポーツだけでなく合唱や吹奏楽など、体育施設を使う団体

であれば対象とするといった条件の緩和をしていただければ大変ありがたいで

す。スポーツ以外で合宿に来ている学校等が多くあることも把握しており、皆さ

んコロナ禍でいろいろと工夫をされています。ぜひ、人数制限とスポーツの要件

の壁を取り払っていただき利用しやすい制度にしていただきたいです。ご検討

のほどよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

貴重なご意見ありがとうございます。観光協会様が活発に活動いただている

おかげで、この事業があり、また成果が出ているものと認識しておりますので、

情報を事業所管課に伝えてまいります。 

 

●基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえ、誰もが活躍できる地域社会

づくり 

（会長） 

次の基本目標３に移りたいと思います。いかがでしょうか、ご意見ご質問をお

願いします。 

 

（委員） 

 連番 38「結婚支援事業」について、過去に青年会議所で結婚支援のイベント

をしましたが、対象者の考え方として、男性は豊川市在住、女性は制限なしとい

うかたちにしておかないと人口が流出してしまうと考えます。対象者を豊川市

「在勤」としたり、東三河地域在住とすると、豊川市への定住につながらず、人

口流出のために力を使うということになってしまう側面があるが、対象者の要

件はどのようになっているか確認したい。 

 

（事務局） 

結婚支援イベント事業については、東三河 5 市内に在住・在勤の方が対象と

なっています。 

 

（委員） 

結婚支援事業は、単にカップル数を増やすことが重要でなく、豊川市に定住し

てもらえるカップルをつくることが大切ではないかと思うので、そのような視

点で活動指標を検討いただきたい。事業を行っているが、職員が結婚により近隣

市に嫁いでも辞めてしまうケースが多く、事業への影響も大きい。行政が豊川市

に留まってもらえるような環境をつくっていただけるとありがたい。 

 

（事務局） 
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委員のご指摘は事務局としてもその通りだと思います。東三河地域を対象と

している理由については事業所管課にも確認しますが、関係人口の増加という

観点から、結婚支援ではあるが近隣の方が本市を訪れ、ひょっとしたら豊川市が

よい街だと思っていただき、一緒に豊川市に住むこととなるといった可能性も

あるものと思います。基本的には豊川市の人口増が第一であり、それを踏まえて

事業展開を考えていきたいです。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 結婚支援イベントで東三河地域の方が結婚して豊川市に住もうと思った時に

子育てしやすいということも大切なポイントです。豊川市には医療費の補助や

転入される方への補助制度があり、東三河地域の中で住みやすいという評価が

あると感じています。もう少し知りたいと思った点として、連番 37「産前・産

後ヘルパー利用費補助事業」の活動指標が申請者数となっており、申請により安

心感を与えたことで指標を維持できている点はよいが、申請はしたけれども利

用は少なかったということがあるかもしれないので、申請者が実際に利用した

人数を確認したい。また、連番 39「産婦健康診査事業」では、産後検診の補助

対象者のうち何割の方が受診されたのか確認をしたい。 

 その他に、連番 48「学校教育環境の整備」では、学校のトイレがみんなのト

イレという名で、マイノリティの方も使用できるトイレになっており、子どもた

ちがジェンダー等について学ぶ上でよいことだと思います。最後に、連番 71「と

よかわオープンカレッジへの支援」について、参加人数が少なかったために自己

評価が△になっているということだが、市民の方が講師になって実行委員会形

式で実施しているオープンカレッジは他にない本市の魅力の一つであると思う

ので、できれば評価は○くらいにはしてほしいと思います。 

 

（事務局） 

連番 37「産前・産後ヘルパー利用費補助事業」の利用者数について、令和 2 年

度は6件でした。この活動指標を利用者数ではなく申請者数にしている理由は、

いざというときに支援が得られるという安心感がこの事業の最大の目的である

ためですが、利用者数もあわせて指標とすることを検討していきたいと考えま

す。 

次に、連番 39「産婦健康診査事業」は補助対象者数 1,456 人に対して受診者

数が 1,401 人、受診率は 96.2%となっています。未受診部分については対象期間

の相違が要因であり、事業所管課の感覚としては、ほぼ 100％の方が受診されて

いるとの認識です。 
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最後に、連番 71「とよかわオープンカレッジへの支援」については、応援を

いただけているものだと思いますので、事業所管課に伝達してまいります。 

 

（会長） 

連番 39「産婦健康診査事業」の受診率については、今後、指標として明記し

ていただくようお願いします。 

 

（委員） 

連番 62「放課後児童健全育成事業」について、待機児童の受け入れが増えて

おり、苦労されてがんばっておられるとは思うが、夏休みになるとどうしてもパ

ートをやめないといけないという声を聞きます。地域によって受け入れができ

るところとできないところの差があると感じます。難しいことだと思いますが、

夏休みだけでも待機児童をゼロにできるような工夫ができるとよいと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。他にありますか。 

 

（委員） 

 連番 50「ＩＣＴを活用した教育環境（GIGA スクール構想）の推進」について、

連合愛知としてGIGAスクール構想に関して早急な取組をという要望を出してい

ますが、自己評価を◎としている理由はどのような点にありますか。 

 

（事務局） 

自己評価を◎としている理由は、活動指標との対比の中で目標値を達成して

いるためと認識しています。また、実績としては明記されていませんが、1 人 1

台端末が整備された点もあるものと思います。全国的に昨年度、急激な動きがあ

り新型コロナ対策の交付金を活用し、本市でも準備をしてきました。結果、タブ

レット端末の供給が間に合わずに、今年度に持ち越されましたが、この夏休み中

にタブレット端末が準備でき、2 学期から児童・生徒の皆さんが使用できる状態

となります。 

 

（委員） 

児童・生徒には 1 人 1 台あるが、先生側は 2～3 人で 1 台だということを聞い

た。そのような点も配慮していただきたい。 

 

●基本目標４ 安全で快適に暮らせるまちづくり 

（会長） 

最後の基本目標４安全で快適に暮らせるまちづくりに移りたいと思います。 
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（委員） 

連番 87「通学路の一斉点検と安全対策事業」について、豊川駅の東側で区画

整理を行った地域で、保護者の方の意見として聞いたことですが、横断歩道があ

るにも関わらず、そこを通ってはいけないという学校の指定があり、わざわざ親

御様が付いて遠くの信号を渡って通学するということがあるそうです。通学路

の安全性の向上を図るという点でご認識いただければと思います。 

 

（事務局） 

ご意見ありがとうございます。今いただいたご意見は事業所管課に伝えます。

通学路の設定というのも各学校の先生方が点検する中で、安全な場所を選定し

ていると思いますが、そのような状況があるということを伝えてまいります。 

 

（委員） 

連番 73「愛知御津駅の橋上化および周辺整備」、連番 76「八幡地区の都市機能

集積と拠点間連携の推進」、連番 81「消防署本署の建替」について、計画自体が

活動指標になっており予定通りできたことを評価しています。理解できる部分

はあるが、この指標では評価はできません。目標を達成するために、どのような

位置づけで、どこまでできたかを評価する必要がある。第 1 期の取組状況報告

の方が計画の進捗自体を評価する項目は少なく、第 2 期になって増えたと認識

している。今後、全体的な活動指標の見直しの際に検討いただきたい。 

 

（事務局） 

事前にいただいた意見の中でも、事業準備段階への評価に対する意見をいた

だいています。次年度に向けて、指標の設定や評価の仕方について検討してまい

ります。 

 

（会長） 

他にいかがですか。全体を通して何かあればと思いますが、大丈夫でしょうか。

たくさんのご意見をいただきまして、今後の総合戦略を進めていく上で、非常に

参考になるご意見をいただくことができました。内容を事務局でまとめていた

だいて、関係各課に伝え、よりよいかたちで新しい年度の取組を進めていければ

と思います。 

議事については、以上でございます。その他、事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

 今回、第 2 期の総合戦略について評価をいただきましたが、全部で 98 の事業

を委員の皆様に細かく見ていただき、改めてお礼申し上げます。事前評価におけ
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る委員の皆様の負担の大きさを含めまして、事務局で議論をしている部分がご

ざいまして、評価の仕方はいろいろと考えられますが、今後、委員の皆様に書面

でご意見をいただきながら、次年度に向けて進めていきたいと思います。評価の

仕方としては、例えば 98 の事業について、目標ごとに分割して評価いただく方

法や、代表となるような事業の数を絞った上で、もう少し詳細な資料を提示して

評価いただくような方法もあると考えています。そういった部分でもご意見を

いただきながら、次年度の評価活動につなげていきたいと考えておりますが、い

かがでしょうか。 

 

（会長） 

また、いろいろと提案をいただいて、委員の方々の意見を合わせながら進めて

いければよいかと思います。 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。今後そのような提案をさせていただきながら、委員の

皆様のご意見をいただければと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

 

（会長） 

それでは以上で本日の総合戦略会議を終了させていただきます。本日はあり

がとうございました。 


