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平成３０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 平成３０年７月３１日（火） １３時３０分～１５時４０分 

場所 豊川市役所 委員会室 

出席者（１０名） 

愛知大学 教授 阿部 聖委員 

豊橋創造大学 准教授 花岡 幹明委員 

豊川商工会議所 専務理事 松下 紀人委員 

豊川青年会議所 直前理事長 松山 紘之委員 

ひまわり農業協同組合 リスク管理室長代理 牧野 延全委員 

豊川信用金庫 執行役員 地域貢献部長 穂迫 博宣委員 

豊川市観光協会 専務理事 平賀 菜由美委員 

東海日日新聞社 森 美香委員 

豊川ビジョンリサーチ 副会長 竹本 裕一委員 

特定非営利活動法人とよかわ子育てネット 代表理事 伊奈 克美委員 

事務局 企画部長、次長、企画政策課長はじめ企画政策課員４名、秘書課課長補佐はじめ

２名 

欠席者（１名） 

連合愛知三河東地域協議会 事務局長 瀬野 弘志委員 

 

議題（１）豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組状況（平成２９年度分）の評価

について 

（事務局 説明） 

 － 資料に基づき説明 － 

 

（会長） 

ありがとうございます。それでは資料２，３，４、基本的には資料３だと思いますが、

色々比較しながら議論を進めていきたいと思います。それぞれ 10分ぐらいを目処で進めて

いきたいと思います。まずは基本目標①仕事づくりについてです。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

・仕事づくりで販路開拓支援の目標数値がだいぶ下回っているため、一部見直しをしてい

るという説明をいただきました。しかし販路開拓を使おうと思っても使い勝手が悪いと

いうことで、これについては以前担当部局にもお話したのですが、販路開拓の場所が限

定的であること、例えば愛知県内でも特定の地域しか認めないですとか、東京のここし

か認めないというやり方ではなく、もう少し市全体を巻き込み市全体で応援するという
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体制であれば、市外へ出て行くのなら支援していくとか、もう少し弾力的な制度の運用

を図っていただきたいと思っています。 

・このままだと結局利用できる方が利用できないような制度設計になっています。もう少

し担当課と相談の上、販路開拓の支援をしていただければと思います。  

⇒（事務局）元々は豊川市外、主に関東圏や名古屋圏の販路開拓をテーマとして制度設

計をしておりますが、委員からご指摘いただいたとおり、実際の販路開拓にあたりま

しては関東圏だけでなく、身近なところへの販路開拓も必要になっていると思います。

このような実績を踏まえ、制度設計の見直しを検討してまいりたいと考えています。 

⇒また先ほど説明にもありましたが、今、販路開拓支援策の中で創業者を対象とした制

度設計も平成 30 年度から行いました。具体的には 10 月に開催される企業展がありま

すが、そちらへの出展など新たな内容を盛り込ませていただきましたので、引き続き

新しい展開について、順次検討していきたいと思います。 

（会長） 

・名古屋圏、関東圏以外は対象にならないということですか。 

⇒（事務局）はい、現時点ではそうなります。 

（会長） 

・創業者を対象にした制度の見直しを行った結果についてはどうですか。 

⇒（事務局）現在、１件の活用について聞いています。 

 

（委員） 

・何点かあります。まず、先ほど委員からも話がありましたが、事業２番です。元々△が

続いていて、さらに実績値が大きく落ちています。１年前も委員が同じようなご指摘を

されていた記憶がありますが、商談成約件数で評価が書いてありますが、商談成約まで

いかなかったけれども、この制度を活用した人はいるのでしょうか。そもそも成約した

人にお金を渡す事業でしょうか。 

⇒（事務局）補助金の制度としましては、成約にいたらなくても出展などすれば補助金

を適用しています。 

（委員） 

・これは提案なのですが、販路開拓ですから必ずしも成約までいかないこともある意味や

むを得ないことだと思いますので、この制度を活用してトライした件数も記載していた

だくと、この制度の評価がもう少し正確になる気がします。 

・続いて事業 10、11ですが、昨年のこの会議での意見を反映いただいて業績評価指標の内

容を変えていただき感謝しております。 

・事業 13ですが、実績値が大きく人数が増加しています。事業効果◎、私も評価を１にし

ました。予算、使った費用が減っているにも関わらず、これだけ人数を伸ばしたという

のは中学校をターゲットにしたなど創意工夫の結果だと思います。これは素晴らしいこ
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とだと思いますので、農務課に限らず、他部署でもこういう良い結果を生み出した工夫

については横展開をしていただき、各部署で有効活用していただきたいです。 

 

（会長） 

・ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

（委員） 

・事業５番の地域技能職活用事業です。若者の就業支援で、高校などに技術系の就業のた

めの技術を教えに行っているものがあると思います。よくメセナに話し方レッスンなど

社会に出るための色々な講座が載っていますが、そういった技術だけでなく、若者が社

会に出るための違う形の話し方レッスンであったり、コミュニケーション講座なども若

者のための技能だと思いますので、そういった講座も入ってくると良いと思いました。 

⇒（事務局）地域技能者活用事業ですが、こちらは工業的な技術をターゲットとして授

業も展開しています。ご指摘いただいた社会に出るためのレッスンとしては、事業６

番にあります若年者就労支援事業があります。こちらの事業は例年内容をマイナーチ

ャンジしています。元々この事業の利用者は、社会に出る一歩、ステップを躓いてし

まった方を対象にしていたのですが、今年度からはそれだけではなく自身の就職に向

けての自己分析などより広くターゲットを広げ事業を展開しています。このような事

業もあるので周知し、利用を促していきたいと思います。 

 

（委員） 

・事業１番、チャレンジとよかわ活性化事業です。こちらもなかなか事業効果が出にくい

事業ということで、事業効果についての評価内容で平成 30年度においてはより多くの利

用が見込まれるとの記載がありますが、このあたりの状況を教えていただきたいと思い

ます。 

⇒（事務局）平成 30 年度の状況についてですが、現時点で 13 件補助金の交付決定がさ

れています。内訳としては創業が 10件、販路開拓が１件、中小企業支援が２件となっ

ています。これ以外にも利用に向け相談を進めている方がいます。すでに決定した 13

件を含め、28 件の方から相談を受けています。相談を進めている方については、１件

でも実現できるよう進めていきたいと思います。 

（委員） 

・その件数ですが、それぞれの補助の分野のところで偏りが少しあるという印象を受けま

す。活用しやすい活用しにくいなどあるかと思いますが、その辺を踏まえ今後内容の検

討などは考えていますか。 

⇒（事務局）平成 28 年度の実績が８件、29 年度で 16 件です。こちらの事業について実

際使いたいと思ってから活用に至るまで時間を要する部分があります。なるべく実現

まで早くできる仕組みづくりは必要ですが、徐々に実績は伸びている段階ですので、
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現時点では実績を伸ばす中で課題などあったら解決していきたいと思います。 

（委員） 

・その辺りを少しそれぞれ評価し直して、少し弱いところも重点的に、特に「とよかわブ

ランド」の辺りはなかなか活用しづらいところかと思います。他の計画にも出てくる内

容になってくるので、精査して展開を広げてほしいと思います。 

⇒（事務局）補足ですが、ここの部分について昨年も類似のご意見をいただいており、

市が主体的に動けていない部分があるのではないかというご指摘をいただきました。

そのご意見をいただいた上で所管課には、チャレンジとよかわはどちらかというと補

助金交付で受身の事業になりますので、待っていても補助金の申請がない分野につい

ては、こちらから仕掛けていくことを考えないといけないということを伝えています。

しかしながら、昨年は、この会議でご意見をいただき、予算に間に合わなかったこと

もありますので、来年度あたりの事業費として、少し中身の組み換えがあるといいと

思っています。 

⇒状況としては所管課へは伝えてあります。動きが若干遅いですが、何とか課題をクリ

アする取組ができるよう事務局としても後ろから背中を押していきたいと考えていま

す。 

（委員） 

・「とよかわブランド」の認定委員会事務局を観光協会で担っておりますので、補足します。

商工観光課担当者さんが「とよかわブランド」に認定された企業にアポイントをとって

同席しています。例えば全国の大きな企業だと、豊川がある意味一つの工場だったりし

て、どうしてもその案件を本社に相談しないといけない、そこのステップアップをしな

いといけない、うまくいったと思った途端、工場長とその下の方が異動で、またゼロベ

ースで話を進めることになる案件もあります。 

・ただそういったことも含め、観光協会も市の担当者さんと企業側に出向き話をさせてい

ただいています。そこで企業側が言われるのがシティセールスやブランドの価値につい

て意見交換ができるので、想像していない話まで展開ができています。ただ一つも実現

ができていないので、補助金メニューの内容がその企業にあっていなかった部分もあり、

ヒアリングされていたので、うまく修正ができてくると思います。２年経ち、活用され

ると思っています。私どもとしては、是非経済効果を生むような、色々な人たちが「と

よかわブランド」を使った新商品などを販路拡大していければいいと思っています。新

たなお土産、新商品など、そういうことに向けて皆様に活用していただけるよう、私ど

もも動いていきたいと思っております。 

 

（委員） 

・事業 12です。名称も変わり事業内容も啓発的なものから販売支援型にシフトしたという

ことで、評価も△から○になりました。業績評価指標が農産物の販売額ということで金
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額的にみるとあまり変わってないような気がしますが、実態的にＰＲの効果の部分とい

うのは、農産物の販売額ですよね。現場で絶対売れているとか、そういった比較ができ

る指標などがありますか。ＰＲ自体の効果がどれだけあったのか、相関が分かるものが

あると良いと思いました。難しいですが。 

⇒（事務局）ご指摘のとおり、プロモーション事業など昨年度からこのような方向に変

えまして事業を展開していますが、プロモーションを行った結果としてどれだけの効

果に跳ね返ってきたかをつかむのは、正直非常に難しいところです。因果関係を捉え

る手法があればいいのですが、現在有している手段としては実際行ったアウトプット、

ここでいう農産物の出荷額になりますが、それがどれだけの効果があったのか、そこ

でしか指標が計れないのが実情です。どういった方法で因果関係を捉えることができ

るのはなかなかハードルが高いですが、それについても一度検討してまいりたいと思

います。 

 

（委員） 

・事業５番、工業高校の技術者の派遣です。ものづくりコンテストに出場する生徒の取材

で工業高校に伺いました。その場でちょうど技術者が教えていらっしゃるところに出く

わしたのですが、目的としては地域の優れた技能者を出そうというのがまず一番の目的

だとは思うのですが、やはりああやって教員ではないプロの方が熱心に教え、学んでい

る姿を見ると、豊川市のものづくりのところに将来就職するというような流れにいくと

思います。 

・また、工業高校の生徒が豊川市の工業系の職場を退職されたＯＢの方々と一緒に小さな

子にものづくりを教えているところもあり、色々なところがうまく繋がっていけば市内

の企業も潤っていくので、うまい具合に続けていくと良い取組だと思いました。 

（会長） 

・地域技能者活用事業で学んだ高校生は、だいたい市内の企業に就職するのですか。 

⇒（事務局）実際就職はしますが、大規模な事業所は県外や国内に展開しているので、

市内に就職するかどうかを把握していくことは課題ではあります。ただ先ほどお話が

ありましたように、講座数、合格者数のアウトプットだけを見ると、高校生に豊川市

の技術力や事業所の中身を知ってもらうというところでは大変意義のある事業だと思

っています。 

（会長） 

・長い目でみれば非常に良い試みではないかと思います。他にいかがでしょうか。では次

の目標②人の流れづくりです。 

 

（委員） 

・事業 23番、空き店舗の活用改修などへの支援ですが、空き家見学ツアーの紹介物件数が
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業績評価指標になっていますが、これはなぜ空き家の紹介物件数を業績評価指標にして

いるのですか。 

⇒（事務局）市内にある空き家・空き店舗の数となります。こちらについてはなるべく

多く発生しています空き家・空き店舗について、多くの関心をもっていただくことに

より、新たに事業を始めたいですとか多くの関心を寄せることの効果を期待し、物件

数を評価指数とさせていただきました。 

（委員） 

・そもそも紹介物件がなければこの事業自体が成立しないので、紹介できるように調整し

話をまとめた件数が増えてきたということで理解はしますが、本来的には空き家がこれ

だけ見つかりましたという事業ではないと思います。何名の方がツアーに参加し、結果

的に何名の方が店舗の活用に前進したのかが重要な事業だと理解します。 

・今回ツアーを通じて１人見つかったというのは実績だと思うので、そこは評価しますが、

この紹介物件が増えたからといってこの事業が成功だという事業ではないと思うので、

そこは整理して業績評価指標のつけ方、見学ツアーに何名が参加し、そのうち何名が次

のステップに向けて進んだということが分かる指標をつけた方が良いのではないかと思

います。 

⇒（事務局）ご指摘いただきましたとおり、空き家の物件数が多いということではでは

なく、いかに空き家・空き店舗を活用していただくかということがゴールだと考えて

いますので、評価指標の設定については再度検討させていただきたいと思います。 

⇒（事務局）参考までに所管課から昨年度の実績を聞いています。昨年度は２回見学ツ

アーを実施していますが、延べ参加者が 38 名です。１回目が 30 名、２回目が８名で

す。本来ですと、指標の中に参加者数を入れるべきだったと思います。記載について

は今後検討していきます。 

（会長） 

・このツアーでは空き家をどのように使ったらいいというような提案はされているのです

か。 

⇒（事務局）具体的な提案とはいきませんが、実際にファシリテーター、イノベーショ

ンの専門家を招き、具体的というよりは、こういった活用ができるのではないかとい

うアイデア出しということでご協力いただいています。 

 

（委員） 

・事業 25番、インバウンド対策事業で実績値が大幅に減っているのはなぜでしょうか、分

析はできていますか。 

⇒（事務局）インバウンド対策事業におきましては、減少の要因はアンケートでいただ

いていますが、一つは中国から団体ツアーが減ってきて個人ツアーに切り替わりつつ

あるということです。どこまで影響が及んでいるかは未知数ですが、中国政府の外貨
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流出への警戒があるのではないかというアンケート結果をいただています。 

（委員） 

・今の話で、国内の訪日外国人は引き続き増えている数字が出ています。そこを考えた時、

今の要因でいくとそれが減っていれば割合的に減っているのは分かるのですが、豊川だ

け減っているというのは何となく理由が分かりません。 

⇒（事務局）こちらの分析が足らないところがあると思います。他にも要因はあろうか

と思いますので、そこは今後分析を詰めていきます。 

（委員） 

・外国人は増えているが、結局セントレア（中部国際空港）に降りる中国人が中国政府の

方針で減ったということではないでしょうか。  

⇒（事務局）そちらも含めて今後分析していきます。 

（委員） 

・補足です。先日、豊川市内のホテルの委員会を初めて開きました。豊川市内のホテルは

豊橋や蒲郡のような組合、委員会がありません。豊橋は全部ではなく自主的に加盟をさ

れ 20 社ほどで構成されています。蒲郡だと毎月委員会があるそうです。豊川市の場合、

昔はあったけれどもここ 15年ぐらいはないということで、先日お声がけさせていただき、

意見交換会をさせていただきました。その時に外国人のピークだったのが２年ほど前の

爆買いの時期だったそうです。今は逆に日本の方でいっぱいになっているため、外国人

が宿泊したいといってもできない場合もあるそうです。 

・コンフォートホテルやルートインは新しいホテルが豊橋にできました。ホテルは豊川の

場合、平成 20年ごろから増加傾向のため、日本人のお客様だけでもサービスを充実させ

たり、市内企業が豊橋や新城の宿泊を利用せず豊川市内のホテル利用に切り替えたり、

ロングステイ、帰省の時に安いという理由で家族が利用してくれるそうです。ですから

色々な意味でホテルが足りない現状もあり、外国人観光客が減っているのかと思います。

一時のピークからは落ちたかもしれませんが、豊川のホテルについてはそういったこと

があるのかと思いますので、一概に宿泊者数が減ったから減ったというのではないと思

いました。 

 

（委員） 

・事業 26、27番です。赤塚山公園や平和公園などができ、今、豊川市が持っている資源が

うまく使いこなせているのかと思いました。ぎょぎょランドはこの季節、よその園がバ

スで来たり、親子連れが簡易テントを持ってビーチのように遊びに来たりします。市外

の人には、豊川市には無料公園があるというのが知られています。今回、平和公園がで

きましたが、そういったところのＰＲができると良いかと思います。 

・例えば駐車場代をとるとか。今ある資源の使い方と言うことと、平和記念公園に市内小

学生が来たりチラシを配ったりしているのに、コミュニティバスが絶対留まると思った
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のに停留所がありません。少し離れたところから歩かないといけません。お年寄りが平

和記念公園に来ようと思ってもルートがありません。よそから観光に来てもらうルート

は、今あるものだけでも整備しないといけない、それも市が持っているもの同士がある

のにそれをマッチングさせていないのは勿体無いと思いましたので、そのへんの見直し

をされたら良いと思いました。 

（会長） 

・この平和公園交流館は空襲の資料が展示されていると書いてありましたが、桜ヶ丘ミュ

ージアムの展示とだぶらないのかと心配したのですが。 

⇒（事務局）この時期毎年海軍工廠展を桜ヶ丘ミュージアムでやっていますが常設では

ありません。対して平和記念公園は常設で、しかもボランティアの説明もあるという

ことで特色を分けています。 

 

（委員） 

・事業 24番、とよかわブランド創設に関してです。今回、プリオ壁面のＰＲ看板は市民に

向けて啓蒙の意味で効果があったと思っているのですが、業績評価指標で今後新規をど

んどん増やしていく手法をお考えですか。 

（委員） 

・例えば田原市は 100 品目です。ブランドをとにかく増やしていく手法です。自治体によ

って色々なブランドがありますが、豊川は食べ物に限らず人がいたり、文化があったり、

祭りのような形に捉えられないものだとか、色々なものをブランドにしていこうとして

います。全国的にみてもそういったことはやっていません。観光協会が事務局をやって

いますが、ブランド認定委員会の方は豊川市だとか、商工会議所、ＪＡさんなどに委員

になっていただいていて、自薦他薦という形でいただいています。自分たちがブランド

だと思われていればそれを提出していただけるということで、他薦だけではないのも珍

しいです。増やしていこうとか、これで終わるとか、そういうビジョン的には考えてい

ません。何でもブランドにして事務局が探す他市のような形は考えていませんし、日本

一の生産量ということではなく、豊川しかこういうことをやっていないとか、例えば豊

川生炊佃煮はまさにそうで、生のまま佃煮にしていますがこの手法としては珍しいです。

周りの街は基本的には日本一の生産量に特化していますが、とよかわブランドは量にこ

だわっていません。 

・今回、このブランドを発表したら実は良い反響をいただいているのですが、それは想定

していませんでした。どんどんそういう声があがってきて、皆さんで資源・宝物を見つ

けていただけるといいと思いました。私も今回、目標値の数が決められていたのだと気

づきました。 

（委員） 

・まだ始まったばかりのことだと思いますし、私を含め地域の宝というものを知らない市
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民が多いと思います。まず市民が知って、外へ持っていくやり方もあると思いますので、

今はこの新規を探っていくやり方も個人的には良いと思っています。 

（委員） 

・そもそもいなり寿司も市長のマニフェストからブランド化しようと始まったことです。

当時は色々なご意見がありましたが、豊川という名前をつけて講習会など色々なことを

やってここまで来ましたし、是非皆さんで磨いていければいいと思います。 

（会長） 

・これからも良いものがあれば認定していく、敢えて数を求めないということでよろしい

ですか。 

（委員） 

・これは今後検討いただきたい事案なのですが、先ほど平和公園の話がありました。平和

公園ができ１万 300 人ほどすでに来場されたとのことです。映像、ガイドなど見ごたえ

があり、いろいろな自治体、観光協会から問合せを受けます。どうしても観光というと

遊びというイメージがありますが、観光とは一つのことに光を与えるもので、そこには

教育や文化も入っています。今後、旅行会社を通じて見学に来られる方もいると思いま

すので、是非生涯学習課さんとも連携し、多くの方に見ていただく時に駐車場などでも

ご迷惑をかけないようにしていただきたいです。文化だけではなく観光という大きなく

くりも入れていただけるとありがたいと思います。観光ではないと発言されている資料

を目にしたこともありますので、是非そこを修正いただけると良いと思いました。 

（会長） 

・ありがとうございます。それでは基本目標③に入ります。 

 

（委員） 

・この中で唯一 50 番が△、参加親子数がどんどん減っています。目標は 500 だったのに、

このままやっていっていいのかと思いますが、いかがでしょうか。 

⇒（事務局）そもそも目標値の設定が過去の実績からすると高いのではないかと分析し

ています。所管課では開催日が他と重なったと分析していますが、開催日の設定も含

め、事業内容そのものの設定も見直したほうがいいのではないかということで所管課

にも伝えています。 

 

（委員） 

・事業 33、子育て世代包括支援事業です。目標値 300 に対し、実績値 621ということで、

非常に市民のニーズに応えた事業なのだろうと思いますが、担当者は適切に対応できて

いるのでしょうか。 

⇒（事務局）カウントの捉え方を 29年度から所管課が改めています。29年度から電話相

談という支援件数を含めたカウントにしていますので、その電話相談件数の増加が生
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じています。 

（委員） 

・担当者が勤務超過にならず適切に対応できていれば良いと思いますが、必要に応じて体

制なども考えていかないといけないかと思いました。 

・２点目は、事業 38、結婚支援事業です。これは１年前に委員から婚活事業は各種団体も

やっているのでそういうところとタイアップすればよいのではないかというご意見があ

った箇所かと思います。昨年度、私が所属する団体が委託させていただき企画運営させ

てもらいましたが、昨年度は初めて国の予算、補助金を使わせていただくということで

非常に新しい試みでしがらみもある中で苦労しましたが、やはり結果としてのカップル

成立数とか出会いの場をたくさん提供するという意味で言うと、一つの団体でやる一つ

のイベントだけよりも、数多くのイベントにタイアップできた方が当然出会いのチャン

スも増えるわけで、国の制度・指導などは充分承知していますが、ＪＣだけがやるより

も他の団体がやっている婚活事業とも提携できイベント機会が増えていくほうが街にと

ってより効果が高いのかと感じます。   

（会長） 

・カップル成立数の指標のところですが、実績値 28 年度と 29 年度のカッコ内の金額がか

なり違うのですが、何か理由はあるのですか。  

（委員） 

・平成 28年度は初めて行政から婚活事業を委託というかたちでＪＣがやらせていただきま

した。その際は豊川市の予算を基に事業をやらせていただきました。28、29 年度も男女

各 50名の 100名対象のイベントでしたので、行政からの予算額が少ないかわりに自由度

が高かったのと、登録者から飲食代を登録費として頂戴していますので、それが 28年度

には反映されていないということかと思います。平成 29年度に関しては国とのお金のや

りとりの諸関係で登録料に関しても一旦この事業費の中に繰り入れしていますので金額

が大きく変わってしまっているということかと思います。 

⇒（事務局）38番の事業効果についての評価内容の中に「相談会、セミナー、イベント」

と３本の事業が書かれています。先ほど委員にご説明いただいた部分は結婚支援イベ

ントの事業費が増えた要因をご説明いただいたのですが、これ以外に結婚相談事業と

結婚支援セミナーをこの事業全体の中で行っていますので、相対的に事業費が増えた

という内容になっています。業績評価指標の方はカップル数だけになっていますので、

ここは所管課には結婚相談事業には何名出席があり、セミナーには何名の出席があっ

たのかを出さないと全体のこの事業の指標としては適切でないという話をしています。

どうしてもこの指標を見てしまうとイベントに目がいきがちですが、29 年度から３つ

の事業で構成されているとお考えいただきたいと思います。 

 

（委員） 
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・事業 36 番、学校教育課の学校教育における英語力のパワーアップ事業のところですが、

業績評価の指導のところで児童と生徒が分かれているのはなぜですか。 

⇒（事務局）児童が小学生、生徒が中学生です。 

（委員） 

・ＤＶＤのところには「市内全小学校に」とありますが、中学校には配布していないとい

うことですか。配布は小学生で、アンケートのとり方は中学生と小学生にご案内したと

いうことですね。中学校には何もサポート的なものはしていないということですね。 

⇒（事務局）この事業に対しては小学校が対象になります。 

⇒（事務局）ＤＶＤの配布は 26小学校にしていますが、パワーアップ事業の中に出てく

るイングリッシュデイキャンプには 36名参加したとあります。これについては小学生

が 24 名、中学生が 12 名参加しているということで、ここについては中学生が関わっ

てくるため児童生徒という表現になっているということでご理解いただければと思い

ます。 

 

（委員） 

・出産のところでいくつかあります。事業 34 番、産前産後ヘルパー利用費、事業 48 番、

産後ケア事業について、出産後の入院できる補助が 30年度から始まりましたが、産前産

後ヘルパー利用の補助ですが、ここの評価指標のところが何人になっていますが、お一

人の方がリピーターで何度も使われたのが延べ人数で入っているのですか。と言うのも、

私たちの団体も家事サポートで産前産後ヘルパーに行くのですが、「一月」とか「毎日で

一月」でいきます。土日をはさんでも 20日間とか２週間とかで。そういうのが全部バラ

で入っているのか、37人のお母さんが何日間かずつ利用されたのかお聞きしたいです。 

・あと産後ケア事業が新たに始まるのですが、目標値が６件と書いてあります。６件とは

６人のお母さんを助けられるのではなく、一日を１件と数えているとお聞きしました。

宿泊すると２日と数えると聞きました。そうすると１日宿泊するお母さんが３人いたら、

もう１年分の予算が終わってしまいます。もし３日泊まられるお母さんがいたら、それ

で件数が終わってしまいます。これでは産後ケア事業の目標値が低いのではないかと思

います。 

・産後身内の支援が受けられないとか育児不安が強いとか、このケアが受けられる人が狭

き門になっています。もう少しリスクが低くても受けられるようにしていただけたらと

思います。そうしたら産後が安心できるかなと思います。 

（会長） 

・事業 39の受診者数は延べなのか、そうでないのかというご質問ですが。 

⇒（事務局）その辺りは押さえていないので、登録人数なのか実利用者数なのか述べ人

数なのか確認させていただきます。産後ケアについては現段階で増加要望が所管課よ

り出ていますが、利用するための条件が厳しいというご意見があったことは伝えさせ



- 12 - 

 

ていただきます。 

 

（委員） 

・小中学校へのクーラーの設置が豊川市は他市よりも進んでいるということですが、今、

児童クラブの席数が少なく待機児童が出ています。その児童クラブも公民館とか借りて

やっているのですが、そういったところへのクーラー設置の対応を教えてほしいです。

児童クラブへの設置状況はいかがでしょうか。 

⇒（事務局）児童クラブについては小学校の空き教室を利用している場合がありますし、

学校敷地内に専用の部屋を作って入っているところもあります。例えば中部小学校で

は空調付きのプレハブを建てています。また地区市民館のような公共施設を活用して

いるところもあります。市長の政策ビジョンで毎年４箇所ずつ増やしていますが、場

所については一定のルールがありません。まずは空いているところに入れていこうと

いうことで増やしています。ただエアコン設置状況は一度確認しないと分からないで

す。学校教室を使っているところの児童館だと 13箇所ありまして、今年は９箇所設置

します。学校教室については残り４箇所になります。ただこれはエアコン設置状況で

みるとこうなりますが、先ほどの専用課室をもっているところや、地区市民館だとか

公共施設でやっているところは概ねついているところが多いとは思いますが、そこの

部分は確認しないと分からないので、後日情報として提供させていただきたいと思い

ます。 

（委員） 

・せっかく小学校など豊川は進んでいると言われているので、児童クラブも進んでいると

良いと思います。 

 

（会長） 

・ありがとうございます。それでは次に基本目標④安全で快適にくらせるまちづくりに入

りたいと思います。 

・先ほどの説明ですと、豊川オープンカレッジの支援が２年間◎だったのが○に変わって

いますが、いかがでしょうか。 

（委員） 

・◎を○にした理由は何ですか。 

⇒（事務局）ずっと◎評価で来ていたので、ここで担当課がより高い目標値を設定した

ところ、それに届かなかったため○になったということです。 

（委員） 

・逆に講座を実施する計画をしたのに、なぜその講座を企画しなかったのですか。 

⇒（事務局）実はオープンカレッジにはルールがあります。元々生涯学習の現場の中で

教えたい人と学びたい人を結びつけるのがまず前提にあります。教えたい人が教室を
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開講募集しても一定人数が集まらなければその講座は成立しないルールで動いていま

す。講座を立てることはできますが、成立するしないは受講生側の話になります。今

年は受講生側のハードルも上げたため成立しなかった講座が増えたということです。 

（委員） 

・その程度のことなら◎でもいいと思いますが。 

⇒（事務局）◎でもいいとは思いますが、杓子定規的に目標値にいかなかったので○に

したというところだと思います。 

 

（委員） 

・事業 69、老人クラブです。クラブ数は変わらず会員数は減少しています。昨年の取組で

は生活支援コーディネーターに協力いただいて改善を図っていく話だったと思うのです

が、運営の状況がどうだったかというところと、活動内容充実に向けた促進をしていく

という話でしたが、そのあたりの取組状況はいかがでしょうか。 

⇒（事務局）今後の取組方針として生活支援コーディネーターが活動に参加したい住民

などクラブの活動へつなげていくというような取組は引き続きやっております。所管

課の意見を聞くと、それ以上に私は老人ではないという方も多く、その比率も増えて

きているらしいです。老人クラブ活動への支援をしながら、年齢を重ねた方の社会参

加や他の活動のあり方などを所管課で考えていけないだろうかということは投げかけ

をしていきたいと思っています。老人クラブも大事な活動だとは思いますが、選択ニ

ーズがだいぶ多様化してきている印象があります。 

 

（会長） 

・それでは戦略会議の皆さんの意見を評価としてまとめていただきたいと思います。 

 議題の方は以上となります。 

 

（事務局） － 事務連絡 － 

 

                               以 上 


