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第３回豊川市総合計画審議会 会議録 

 

日時：平成２７年５月２９日（金） 午後１時３０分～午後４時１５分 

場所：豊川市役所 議会協議会室 

出席者： 

菅沼 由貴子委員（豊川市教育委員会委員） 

熊谷 直克 委員（豊川市農業委員会会長） 

浅川 清  委員（豊川市連区長会会長） 

伊藤 憲男 委員（豊川市社会福祉協議会会長） 

伊藤 靖  委員（穂の国青年会議所理事長） 

伊奈 克美 委員（とよかわ子育てネット代表理事） 

大石 明宣 委員（豊川市医師会会長） 

大髙 博嗣 委員（豊川市障害者（児）団体連絡協議会理事） 

小野 喜明 委員（豊川ビジョンリサーチ会長） 

神谷 典江 委員（穂の国まちづくりネットワーク代表理事） 

川上 陽子 委員（豊川市老人クラブ連合会会長） 

柴田 功己 委員（豊川市スポーツ推進委員会委員長） 

夏目 雅康 委員（豊川市体育協会会長） 

浅野 純一郎 委員（豊橋技術科学大学准教授） 

樫村 愛子 委員（愛知大学教授） 

伊藤 民雄 委員（市民公募） 

陶山 すみれ 委員（市民公募）  ※以上、委員１７名出席 

 

事務局：企画部次長、企画政策課長ほか企画政策課員２名 

 

【開会】 

（会長） 

 ただ今から、第３回豊川市総合計画審議会を開催します。 

 今年度の会議は、毎回、最大で３時間という長い設定をさせていただいております。

審議する内容も多いかと思いますが、せっかくですので、すべての委員の皆さんに、

様々な意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本題に入る前に、次第にはありませんが、審議会の運営とスケジュールに関するこ

とに触れたいと思います。 

 まず、運営に関することです。 

 

■副会長の選任 

（会長） 

 副会長でありました愛知大学の今里先生が、別の大学に移籍されて、副会長が不在

となっており、選任する必要があります。 

 詳しいことを事務局から説明してください。 
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（事務局） 

 豊川市審議会条例第５条の規定では、副会長は、委員の互選によって定めることと

しております。 

 しかし、当初の選任時と同様に、皆様のご承認がいただけましたら、事務局から後

任の方を提案させていただくことをお諮りしていただきたいと思います。 

 

（会長） 

 ただ今、説明がありました、事務局から後任の方の提案をいただくということで、

いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

 

（会長） 

「異議なし」のお声もいただきましたので、ご承認をいただけたということで、事務

局から提案をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 恐れ入りますが、副会長の提案をさせていただきます。 

 副会長は、愛知大学教授の樫村様が適任であると提案いたします。 

 樫村様は文学部の教授で、現代社会学に関する知識が豊富で幅広い分野に精通され

ているため、ぜひ、お願いをしたいと思います。 

 

（会長） 

 事務局から、愛知大学教授の樫村様との提案がございましたが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声、拍手） 

 

（会長） 

 それでは、ご異議がないようですので、副会長を樫村様にお願いしたいと思います。 

 それでは、樫村様、副会長席にご移動いただき、そこで一言、ごあいさつをいただ

きたいと思います。 

 

（副会長） 

 愛知大学の樫村です。 

 皆様にいろいろお教えいただきながら進めてまいりたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

■スケジュールについて 

（会長） 

 続きまして、スケジュールに関することに触れたいと思います。 

 今回は今年度、最初の審議会であり、昨年１２月１５日に第２回目を開催してから
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５ヶ月以上経っておりますので、本題に入る前に、今後、どのように議論を進めてい

くのかを確認したいと思います。 

 事務局から、今年度のスケジュールを説明お願いします。 

 

（事務局） 

 平成２７年度の審議会などのスケジュールにつきまして、説明させていただきます。

お手元の「参考資料」をお出しいただきたいと思います。 

 今年度の総合計画審議会は、本日の第３回を含め、計６回を予定し、８月５日の第

８回が最後となる予定でございます。 

 その１週間後の８月１２日には会長と副会長から、市長へ答申書を提出いだくこと

を予定しております。 

 ６回に渡る審議会で具体的に何を議論いただくかにつきましては、右側の内容の欄

をご覧いただきたいと思います。 

 本日の第３回では、基本構想と基本計画の案について、全体のことに関し、ご意見

をいただきたいと思っております。そして、次回の第４回以降は、基本計画の６つの

政策分野を各回２分野ずつで、説明させていただき、ご意見を伺いたいと思っており

ます。 

 最後の第８回では、答申案について総括的にご確認をいただきたいと考えておりま

す。 

 

 第６回で唯一、「新たな取り組みの追加」としていることについて、説明させてい

ただきます。 

 本日、お示しする資料２の基本計画案は、各分野の細かな取り組みをたくさん記載

しております。しかし、これは今まで第５次総合計画において実施をしてきた継続的

な取り組みを記載しており、現段階では予算措置や既存の各種計画への位置づけがな

い新たな取り組みは記載をしておりません。 

 これにつきましては現在、市内部で追加を検討しておりまして、その結果を反映し

た計画の修正案を、第６回でお示しをしたいと考えております。 

 以上が、審議会のスケジュールとなりますが、参考に下の欄外の「その他」をご覧

ください。審議会の答申後、最初の動きとしましては、９月１日から１ヶ月間、パブ

リックコメントを実施します。１１月には寄せられた意見と対応状況の報告書を委員

の皆様にご確認いただきます。 

 最終的には、１２月の市議会で基本構想にかかる議決をいただくことを目指してま

いります。また、計画書の冊子につきましては、来年の３月に印刷を完了し、委員の

皆様に送付させていただく予定です。 

 以上が、今年度のスケジュールです。委員の皆様におかれましては、８月初旬まで

の短期間に６回もの会議にご出席をお願いすることとなります。お忙しい中でご負担

をおかけすることとなりますが、ご協力をお願いいたします。 

 スケジュールにつきましては、以上です。 
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【議題１】第６次豊川市総合計画「基本構想」（修正案）について 

 

（会長） 

 議題１について、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局企画政策課長説明） 

 議題１について、ご説明させていただきます。 

 資料１のまえがきと基本構想をご覧ください。委員の皆様へは、昨年１２月の第２

回の審議会で基本構想の案を初めてお示しし、たくさんのご意見をいただきました。

そうしたご意見を踏まえ、１月２６日現在の修正案を作成させていただき、委員の皆

様へ送付させていただきました。 

 本日の資料１は、この１月２６日以降に、さらに市内部において修正を加えた案で

す。 

 

 主な修正点をご説明させていただきます。 

 まず、まえがきについてです。まえがきは、より適切な表現とするため、若干の修

正を行いました。細かな説明は割愛させていただきますが、参考的に３ページをご覧

いただきたいと思います。 

 ３ページの３行目の後半に「本市」という部分に下線が引っ張ってあります。そし

て、すぐ横の「豊川市」には取り消し線を引いております。以降、まえがきと基本構

想のいずれにおきましても、修正点は「追加をした部分を下線、削除を取り消し線で

表記」しておりますので、見ていただくときに１月２６日現在の基本構想の案とまえ

がき案と比較をいただければと思います。 

 

 続いて、１７ページをご覧ください。「第１章 まちの未来像」です。 

未来像につきましては、前回の審議会では「すぐに決めなくても、最後に決めれば

良い」というご意見をいただき、「最終的には市の考えで決定すれば良い」というご

意見もいただいております。 

 市といたしましては、できるだけ早い段階で方向性を明らかにしたいと考え、今回、

「光・緑・人 輝くとよかわ」を市の案として、お示しさせていただきました。 

 第５次総合計画で定めております、都市の将来像は、豊川市と一宮の合併時に双方

の将来像の内容を足して設定した経緯があること、また、１市４町が合併をして初め

ての総合計画であり、本市を構成します地域資源も大きく変わったことから、今回の

第６次では、新しい目標を設定することが必要と考えました。 

 

 この案の設定に当たりましては、主に３つの観点で議論をいたしました。 

 まず、１点目といたしましては、第５次の将来像は長くて覚えにくいため、コンパ

クトにしたい。 

 ２つ目は、本市の独自性を出すために、語尾に豊川をつけたい。 

 ３つ目は、最初の総合計画から受け継がれている「光と緑」については、本市の状
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況を捉えているため、残したい。 

 以上のような観点で、この未来像を選定いたしました。そして、枠内にはそれぞれ

の文言に込めた意味を記載しております。 

 「光」は、うるおいをもたらす川や海と、平和で豊かな未来へ向かう、限りない希

望を表しております。「緑」は、恵みをもたらす山や田園と、豊かで美しい、住みよ

いふるさとを表しています。「人」は、先人に築かれた深い歴史と、心豊かでやさし

さに満ちた市民の姿を表しています。そして、「輝くとよかわ」には、恵まれた自然

と歴史、これまでに築かれた豊かさと住みよさを大切にしながら、市民が希望に向か

って進む「輝くとよかわ」をめざします、といたしまして、未来像を総括する内容と

しております。 

 

 続きまして、１９ページをご覧ください。「第３章 まちづくりの基本方針」です。 

変更点は、基本方針２のシティセールスに関し、魅力ある地域資源のみならず、市

民の健やかな暮らしを支える、あらゆる行政分野の取り組みについても、市内外にし

っかりと訴えることが重要とし、効果を高める方策を「まちの様々な魅力や取組みを

全国発信する」と改めました。 

 これは会長から「シティセールスが観光分野に特価していると捉えられないように、

すべての政策に横串を刺すイメージを明確にする必要がある」とのご意見をいただい

たことを受け、修正させていただいたものです。 

 

 続きまして、２０ページをご覧ください。まちづくりのイメージ図です 

前回、この一番上が空欄となっておりました。このまちの未来像を先ほど提案させ

ていただいた、「光・緑・人 輝くとよかわ」を追記するとともに、図そのものを改

めました。内容自体の変更はしておりません。 

 

 続きまして、２１ページをご覧ください。「第４章 まちづくりの目標」です。 

リード文について、前回の案では「第３章 まちづくりの基本方針」のリード文と

同様に「まちの未来像を実現するため」という文言から始まっておりました。これに

ついて、議会の委員会で、第３章と第４章の位置づけの違いがわかりにくいとのご意

見をいただいたことから、冒頭に、「まちづくりの基本方針を踏まえ」などと追記し

ました。 

 また、６つの目標の語尾を「何々しているまち」という表現に統一しました。理由

は、基本計画の各施策で定める将来目標の表現との統一感を持たせるため、主語と述

語の関係を意識しながら、改めたものです。 

 このまちづくりの目標は２３、２４ページも連動して修正させていただいておりま

す。 

 

 続いて、２３ページをご覧ください。第５章、施策の骨組みでございます。 

こちらでは、「政策１ 安全・安心」において施策の再編を行いました。 

 まず、第５次の施策の「⑤地球環境の保全」と「⑦衛生環境の向上」、この公害や



6 （第３回豊川市総合計画審議会／平成２７年５月２９日） 

墓園、斎場関係についてですが、この２つを第６次では統合をして、「⑥環境保全と

生活衛生の向上」としました。 

 また、第５次の施策の「⑥ごみ減量化の推進」ということで施策を打ち立てており

ましたが、この分野では、ごみの減量のみならず、第５次の施策の「⑦衛生環境の向

上」というものがありますが、そちらで不法投棄の防止という事業を載せておりまし

た。それを含め、ごみの減量と不法投棄の防止を含め、適正に処理をするということ

を明らかにするために、「⑥ごみの適正処理の推進」に変更いたしました。 

 そして、第５次の施策の「⑦生活排水対策の推進」としてあるところですが、これ

は第５次では「排水対策の推進」としておりました。「排水対策の推進」では汚水処

理、そして雨水対策というものを一緒にこの施策の中で対応しておりましたが、第６

次につきましては、汚水のみに関する施策ということで、「生活排水対策の推進」と

いうことに変更をしました。雨水対策の推進につきましては「③防災対策の推進」で

統合しています。 

 議題１の説明については、以上です。 

 

（会長） 

 議題１は、「まえがき」「基本構想」の修正部分を示していただきました。 

 まず、まちの未来像ということで、前回も少し議論がありましたが、計画をつくっ

ていくうえで必要だというのはわかるんですけれども、すぐ決めるとか、今日決めろ

というような議論がありましたが、そうではなく、審議会の中で十分計画を見ていた

だいたうえで、最終的に決めればいいということではあります。まず、事務局案を出

させていただいたということでありますので、ここについては、まだペンディングと

いう形で見ていただいて、最終的に決定するということで、私はしていきたいと思っ

ております。 

 これにつきましては、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 主旨賛成ですけど、「光」と「輝く」は同じ意味なので、この短い文章の中で同じ

意味の言葉を二つ入れるのはどうかと思います。もう少し検討していただきたい。 

（会長） 

 ごもっとも。そのほかいかがでしょうか。 

（委員） 

 「光」というところを読んだ時に、うるおいをもたらす川や海と未来へ向かう希望

の光だと思います。「光」で、川と海というのは、川と海だと水面のキラキラかもし

れないが、「豊かな」というと川とか海というのがある。光で水の川と海というのは、

無理やりな感じがしました。 

（委員） 

 最終的にこれということですけども、豊川市の市民憲章があります。平成２３年に

制定をされたと思います。その市民憲章とのかかわり合いを併せて検討する必要があ

るのではないか。 
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 憲章というとやはり憲法ですから。ただ、長いことについてのご意見もあって、そ

ういうことに集約されたと思いますが、検討を要するのかなと思います。 

（会長） 

 続いて、「第５章 施策の取組み」のところが大きく変わっております。その前の

まちづくりの目標も変わっております。何かご意見等はございますか。 

 まちづくりの第３章の基本方針と、そのイメージの絵ですね。結構、すっきりした

なと思っております。少子高齢化を前提に、定住・交流を進めます。来ていただくた

めに様々な方にシティセールスをして、単なる観光だけではなくて、いわゆる住んで

いただく定住・交流というところまで踏み込むということです。 

 それから、様々なボランティア、市民との協働を経て総合計画を実施していくとい

うことがありますので、市民協働。そしてまた、行政の中の行政経営改革ということ

を、全てを念頭に置いたうえで、すべての基本計画というものを考えるということで

す。この右の絵のように、目標がまちの未来像、文言はともかくとして、未来像に向

かって持続的な発展を、この４つの方針のもとで考えていくという形で、まあすっき

りしたと思っておりますが、内容はまだ別ですので、これから見ていっていただきた

いと思います。 

 そのほか、全体的なことで、「まえがき」につきまして、何かご意見・ご質問等ご

ざいますか。 

（委員） 

 少し細かくなりますが、今、資料は白黒ですので、本番の印刷した時に、わかりや

すいような色を考えて色つけをしていただくと、「いくぞ」という感じのイメージに

なると思いますので、その辺もよく考えていただきたいと思います。 

 

 

【議題２】第６次豊川市総合計画「基本計画」（案）について 

 

（会長） 

 議題２について事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 議題２につきまして、ご説明させていただきます。お手元の資料２をお出しいただ

きたいと思います。 

 

 最初に、１ページの「もくじ」をお開きください。 

 基本計画につきましては、今回、初めて提示させていただくものです。 

まず初めに基本計画の構成です。 

 第１章は、「人口と財政」ということで、内容は「人口の見通し」と「財政の見通

し」としております。 

 第２章は、「まちの構造」ということで、内容は「めざすまちの構造」としていま

す。 
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 第３章は、「市民意識の状況」ということで、内容は「計画期間前の市民意識の状

況」としております。 

 第４章は、「行政分野別計画」ということで、基本構想の施策の骨組みで位置づけ

る各施策の詳細を記載しております。 

 

 続いて、個別の内容を説明させていただきます。 

 ３ページをご覧ください。「第１章 人口と財政」です。３ページから８ページま

でを、「人口の見通し」としております。 

 最初に３ページでは、「総人口と年齢３区分別人口」として、平成２０年１２月に

総人口がピークを迎えて、それ以降は減少傾向にあり、平成３７年度には、およそ１

７万４，６００人まで人口が減少すると推計しています。そして、年齢３区分別人口

では、年少人口と生産年齢人口がともに減少する一方で、老年人口が増加するという

少子高齢化を示しております。 

 

 右側の４ページは、「総人口の目標」としています。推計上の人口減少を抑制し、

計画期間の最終年である平成３７年で、目標とする人口を明確にしていきたいと考え

ております。 

 しかし、現段階では、具体的な目標人口は記載していません。記載していない理由

は、現在、国が進めております、「地方創生」というものがございますが、これにつ

きまして、全国の自治体において将来人口の目標を立てることを国は求めております。

その数値が現段階では積算できていないということです。 

 国は、本市の第６次総合計画の最終年である２０２５年よりも、少なくても１５年

先の２０４０年の人口目標を定めてほしいということで、全国の自治体に求めていま

す。 

 本市では、総合計画とは別の動きの中で、「人口ビジョン」というものの素案を７

月末ごろまでに策定したいと考えており、その中で、将来的に目標とする人口を定め

てまいります。 

 当審議会の最終段階には間に合わせることを目指しておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

 続きまして、５、６ページをご覧ください。こちらは「年齢階層別人口」というこ

とで、一般的に「人口ピラミッド」と呼ばれる棒グラフを記載して、５ページでは平

成２７年度、６ページでは平成３７年度の推計値を見開きで比較する内容としていま

す。 

 特に「年少人口」「生産年齢人口」「老年人口」の年齢層、そして団塊の世代とその

ジュニアの世代を明記するなどし、比較の視点を示唆する内容としております。 

 人口ピラミッドを見ていただきますと、男女とも団塊ジュニア世代の次の世代の山

がなくなっておりまして、少子化の現状が見てとれます。これは平成３７年度におい

ても、同じような傾向です。 
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 ７、８ページをご覧ください。それぞれ「就業人口」と「世帯数」の見通しについ

て説明をしております。７ページの「就業人口」は少子高齢化の影響を受け、就業人

口の総数の減少が続く中で、第１次、第２次産業は減少し、第３次産業が増加傾向に

あると推計しております。 

 「世帯数」も、少子高齢化の影響で、平均世帯人員が減少していくことを予想して

おりまして、逆に世帯数の増加が続いていくと予測しています。 

 

 ９、１０ページをご覧ください。「財政の見通し」です。こちらは、これから別途

作成する予定ですので、今回は空欄とさせていただいております。 

 

 １１ページをご覧ください。「第２章 まちの構造」です。 

 これは、本市の「めざすまちの構造」を記すものです。「まちの構造」は、少子高

齢化や人口減少への的確な対応を強く意識し、ひし形のサブタイトルにあるとおり、

「集約と連携によるまちの形成」を目指す内容としております。 

 

 「まちの構造」を、ご覧いただくに当たり、まず凡例についてご説明します。 

１１ページ、「まちの構造」のすぐ右下横に凡例がございます。この凡例の詳細に

関する説明は、右側の１２ページの上段と下段の当たりの枠内にもありますので、併

せてご覧いただきたいと思います。 

 凡例の一つ目、「都市核」です。図の中では赤い着色で、点線で囲んである諏訪地

区と豊川地区を捉える中心市街地を示しています。 

 ２つ目の「地域拠点」はオレンジ色で着色し、同じく点線で囲んである主要な駅周

辺を示しています。 

 これは、高齢化が更に進む今後を見据え、暮らしの利便性を高めていくエリアを明

確にするもので、右の１２ページの上の枠で、「拠点」という名称でまとめています。 

 この「拠点」のうち、上段の中心市街地とする豊川地区と諏訪地区については、公

共施設や商業が集積をし、大規模なイベントも実施可能なエリアであり、引き続き、

本市の顔となるエリアであることから、都市核として、その他の拠点とは異なる位置

づけとして強調をしております。 

 凡例の３つ目、「まちなか居住ゾーン」は、先ほどの「都市核」と「地域拠点」の

端から、概ね５００ｍとする肌色のエリアで、商業などの都市機能が集積し、住環境

が整った定住を促進するゾーンとしています。 

 ４つ目の「くらしのゾーン」は黄色のエリアで示しており、自然環境と調和し、住

環境や沿道サービスの向上を図るゾーンとしております。 

 ５つ目、「ものづくりゾーン」です。青色のエリアで、工業生産や物流拠点機能の

充実を図るゾーンとしています。 

 ６つ目の「田園ゾーン」は緑色のエリアです。農地の保全を図るゾーンとしていま

す。 

 ７つ目の「自然環境ゾーン」は黄緑色のエリアで、自然環境の保全を図るゾーンと

しています。 
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 ８つ目の「新たな産業拠点エリア」は青色の点線として、新たな産業拠点の形成を

検討するゾーンとしていますが、凡例のすぐ横の吹き出しに記載していますように、

現在、市の内部で検討中であるため、現段階では図の中には記載する状況ではないた

め、方向性が決まり次第、追記させていただきます。 

 

 続いて、「広域交流軸」についての説明をさせていただきます。 

 １２ページの上の赤枠で「軸」として説明しております。国道や交流軸につきまし

ては、鉄道や国道など、他都市との交流を図る軸ということで、図面上では濃い灰色

で強調しております。 

 また、１２ページの「地域連携軸」です。都市核や地域拠点の間や近隣他都市との

連携を図る軸として、薄い灰色で表現しています。 

 

 そして、１１ページの「まちの構造図」で意図するまちづくりの方向性として、左

の１１ページ、下方に赤い枠で書いてあります、「拠点への集約」「交通ネットワーク

の充実」を説明しております。 

 また、緑の枠の中では、ゾーン別に土地利用をしていくということで、説明させて

いただいております。 

 

 あちこち行って申し訳ありませんが、再び右の１２ページをご覧ください。 

 ただ今、ご説明しました集約と連携のイメージをより明確にするため、１２ページ

真ん中にあります、「まちの構造の構成要素」というタイトルで鳥瞰図を記載してい

ます。これは、左の１１ページの平面図で表記する「拠点」と「軸」が、集約と連携

を図るうえで重要となると考えていることから、立体的に強調するための新たな表現

方法として取り入れたものです。 

 また、公共交通も重要な役割を担うことから、左の１１ページの平面図では表現で

きない、バス路線も明確にした図としています。 

 まちの構造については、以上です。 

 

 続いて、１３ページをご覧ください。「第３章 市民意識の状況」です。この章は、

今回、新たに設けたものです。 

 第５次では、このあと説明いたします「行政分野別計画」の中で触れておりました。

しかし、市民意識としての満足度について総合計画の取組みの中で、総合的に高めて

いくことをより明確にするため、新たに章立てとして独立させたものです。 

 １３ページ、冒頭のリード文の３行目以降に記載しておりますとおり、２年に１回

実施する市民意識調査では、「住みよさ」に対する市民の意識と、各行政分野に関す

る「満足度」と「重要度」を捉え、総合計画の各施策を評価するとともに、取組みに

生かしていくことを目的としています。 

 以下、「計画期間前の市民意識の状況」ということで、市民意識調査の概要と結果

を掲載しています。 

 なお、現段階では、平成２５年の市民意識調査結果を暫定的に記載しておりますが、
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今月実施しております、「平成２７年意識調査」の結果がわかり次第、数値を差し替

える予定ですので、よろしくお願いいたします。 

 内容は、最初に１３ページの中央部にある「住みよさ」から始まり、「行政分野ご

との満足度と重要度」を捉え、点数化を行うものです。 

 

 １４ページをご覧ください。１３ページで点数化を行った、評点の平均値を軸とい

たします、４つのゾーンにおいて、各行政分野がどこに位置しているかを掲載してい

ます。 

 さらに１４ページの下のほうに、「満足度と重要度の分析」をしております。ＡＢ

ＣＤゾーン、それぞれ市民の方からいただきましたアンケート調査結果によって、ど

の点に重点を置いていくかということを説明をさせていただいております。 

 こちらは、以前の審議会の説明をさせていただいたとおりで、特にＣゾーン、「平

均よりも満足度が低くて、しかし、市民の重要度は平均よりも高い」というところに

当たる事業に重点を置くと考えております。 

  

 続きまして、１５、１６ページをご覧ください。「行政分野ごとの満足度と重要度

の一覧」を記載しています。これは、総括的に市民満足度と施策の関連を記載しよう

とするもので、併せて、重要度についても記載しています。 

 そして、１６ページの最後に「めざす方向性」として、各行政分野において市民が

感じる「重要度」を捉えながら、各施策の取組みにより、市民が感じる「満足度」を

高めていくこととしております。 

 

 １７、１８ページをご覧ください。「第４章 行政分野別計画」です。 

 初めに、行政分野別計画の見方を説明させていただきますが、実際にはサンプルと

して、２１、２２ページをご覧いただきながら説明させていただきます。 

 一つ、説明に入る前に、繰り返しとなりますが、先ほど冒頭でスケジュールのとこ

ろで説明をさせていただきました、今回、記載をさせていただいております、細かい

事業の手段につきましては、第５次総合計画で実施をしておりました事業について、

さらに第６次総合計画においても引き続き継続して実施することが必要だというも

のを記載させていただいております。 

 新規のものにつきましては、先ほど言いました、第６回目、７月になりますが、こ

ちらの審議会の時にお示しをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

 それでは、２１、２２ページを説明させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 見開きの２ページです。左上、「政策１ 安全・安心」ということで、施策「①交

通安全対策の強化」についてまとめています。 

 ２１ページでは、上から現況ということで、この施策に関連する数値として、「過

去１０年間の交通事故年間発生件数」について整理をし、１０年前と比較をし、減少
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傾向にあることを整理しております。 

 

 続いて、２２ページの一番上にあるとおり、この施策で目指す将来目標を示してお

ります。内容としては、「交通事故が減少し、交通事故による死傷者数が少ない安全

なまち」と設定しています。 

 そして、この「将来目標を実現する主な手段と目標指標」をその下に続けて記載し

ています。左端の欄の中で、主な手段を「番号」で記載し、その下に具体的な事業例

を「・」（中点）で記載しています。 

 一つ目の実現手段としては、「①交通安全指導の強化」を記載し、その下に、括弧

で担当課の名称を記しております。その担当課が実施する事業例として、「交通安全

教室の開催」と、「交通指導員の充実」を挙げています。 

 以下、同様に表記いたしまして、実現手段と事業例をそれぞれ記載しております。 

 これらの例示をご覧いただきますと、この施策では、どのような取組みを行うのか

を捉えていただくことができると思います。 

 また、①から⑥の実現手段の成果を測るためのモノサシである目標指標を、「交通

事故年間発生件数」と設定しています。こちらは目標値ということで右側にお示しし

ています。 

 計画期間前の実績値であります平成２６年値として、１，４４９件に対し、今後の

１０年間で目指す数値を右側に２年ごとで記載しております。平成２８年度は１，４

４０件、３０年度は１，４３０件。２年で１０件ずつ減らし、第６次総合計画の最終

年度となる平成３７年には、１，４００件となっているように目標を設定しています。 

 計画期間前の実績値については、「暫定」としているものや、このページの２つ目

の目標指標となりますが、「道路、橋などの適正な維持管理」。こちらは市民満足度か

ら指標を拾ってまいりますが、今回、初めて設定したものであるため、現在では「新

規」ということで表しております。 

 過去値と目標値がすべて空欄となっているものもたくさんあります。また現在、各

課等において、それぞれの目標値を再度、精査している段階のため、これらについて

は当審議会の最終段階に間に合うように再度、整理をして、確定値と目標値を入れ込

む予定ですので、よろしくお願いいたします。 

 

 なお、この目標指標については、第５次総合計画から位置づけを変えています。以

前、説明させていただいた、第５次総合計画における目標値とは変えている点がござ

いますので、補足説明させていただきます。 

 第５次総合計画におきましては、各施策の中に、代表する目標指標を設定しており

ました。しかし、これについては、昨年、第５次総合計画を振り返るために開催した、

「まちづくり市民ヒアリング」で評価をしていただきましたが、将来目標の達成度合

いの評価において、「第５次で設定した目標指標では、将来目標との関連性を捉える

ことができない」との多くのご意見をいただきました。 

 そこで、将来目標を実施する手段に対して、それぞれで目標指標を設定することで、

「将来目標と手段の関係」「手段と目標指標との関係」を明確にできると事務局では
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考えています。 

 最後に、この施策に関連する計画を、一番下の点線枠内に参考情報として記載して

おります。 

 以降、全ての施策について見開き２ページで、同様の記載をさせていただいており

ます。個別の内容については各施策を取り扱う会議で順次説明をさせていただき、ご

意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 資料２の説明は以上です。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 今回の第３回審議会においては、今、ご説明がありました、基本計画の構成、全体

についての議論を中心とさせていただきたいと思います。 

 そして、もし時間に余裕があれば政策１「安全・安心」にも入っていきたいと思い

ます。どういう議論をするかという、イメージを持っていただきたいというのもあり

ますので、それぐらいが、今日の会議の目標と考えております。 

 まず、「第１章 人口と財政」について、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 ３ページの推計は人口問題研究所で、高位・低位・中位とありますが、これは、中

位をもとにしていますか。 

（事務局） 

 こちらは、人口問題研究所がやった推計の通りのものを元にしています。 

（委員） 

 推計は、高位・低位・中位か。 

（事務局） 

 中位になります。 

 

（委員） 

 もう一つ、５、６ページですが、人口問題研究所ですと、１年刻みのをわざわざ５

年刻みにしたということでしょうか。 

 １年刻みのほうが現状がよくわかって、男女差など、よくわかるデータがあります。 

 それと、１００歳以上もあるのに削っていますが、今後、特に女性で１００歳以上

が増えてくる。平成３７年には１００歳以上が増えて問題点が出ると推定されていま

す。５歳刻みではなくて、１歳刻みで、かつ１００歳以上も載せていただきたい。 

（事務局） 

 見やすさ、見た目もありますが、今、委員からいただいたご意見では、確かに市の

状況を的確に判断するということであれば、細部も必要かと思います。 

 再度、検討させていただきます。 

（委員） 

 ５歳刻みだと、なんとなくオブラートに包んだようなグラフなのですが、１歳刻み
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のほうがもっと鮮明に出る。すると、問題点がはっきりわかり、施策をつくるのにオ

ブラートに包んだ５歳刻みでは語れない部分が出てきますので、ぜひ、お願いします。 

（委員） 

 ７ページの第２次産業と第３次産業の色分けが逆ではないでしょうか。 

（事務局） 

 逆になっております。申し訳ありませんでした。 

（副会長） 

 人口減少問題ですけど、地域社会学とか専門分野でも、もうすでに人口減少社会と

いうことを念頭に置いた社会分析を考えており、人口減少そのものが豊かではないと

いうわけではなくて、バランスの問題です。高齢者を支える若い人たち、生産人口が

ないということなので、その点から見た時に豊川の人口とのバランスはどのようにな

りますか。 

（事務局） 

 いろいろな分析を、まだこれからしていく状況ではありますが、確かに高齢者がこ

れから増えていく状況もあります。 

 ただ一つ、若干、全国と比べますと、豊川市のこれから生まれてくる子どもさんの

出生を考えますと、若干、高めになっています。それが、このグラフでいきますと、

確かに上から順番に団塊世代とか、５、６ページの人口ピラミッドでは団塊世代があ

り、団塊ジュニアの世代があり、そのあとに小さな山になりそうなところもあるんで

すけれども高くはない。これが結局、少子高齢化の原因になっています。 

 トータルしますと、やはり高齢者を支える人が、若者世代が減りますので、そこに

ついては、そういう施策を必要とするような形で進めていくようなことは考えていま

す。 

 これから、先ほど言いました、人口ビジョンというのが実はありまして、そちらで

細かな分析もするということで動いておりますので、再度、そちらのほうで示すもの

をつくっていきたいと思います。 

（委員） 

 人口の表は、第５次の時はすぐわかるように、どのぐらい減っているかとわかるよ

うに、一つの表でお示しされていたと思います。 

 今回は２ページ使って、何か強調したい意図が、２ページ使ってやっておられるこ

とがわからない。何か目的があってこれをやっておられるのか、質問です。 

（事務局） 

 たとえば、３、４ページでは、人口の表として推計、目標と２つに分かれているペ

ージというようなことでいきますと。前回の第５次においては、推計だけを出してお

りました。「人口がこのようになっていくだろう」という推計だけを示させていただ

いた。 

 今回はその推計にプラス、今、豊川市が第６次総合計画をつくっていく中で、少子

高齢化を伴う人口減少社会への対応ということで、定住・交流施策を明らかにしてい

こうというのがあります。その中で、人口を上に上げていこうという目標をつくった

らどうかということで、まず、２つに分けました。これがまず、１点目です。 
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 それから、５、６ページも実は一つになっておって、私ども、一度、それを作って

みました。若干、言葉も入れるとかいろいろあったのですが。図がわかりにくいとこ

ろがあったものですから、これは私どもの技術がないということかもしれませんが。

ちょうど横で比較ができた人口プラミッドになりましたので、両方に分けて記載をし

ました。見やすさを求めております。 

（委員） 

 ２つで、この大きなページを使ってやるよりも、私は何がこれで言いたいのかをき

ちんと説明したほうがいいのではないかと思います。山型がこうなっているよという

のは、一つのものでもわかることで、何歳から生産年齢人口がこれだけですとか、そ

ういうのはわかる話なので。このグラフで、いったい第６次総合計画で、どこを、何

を言いたいかということをお示ししたほうが、なおより一層良い総合計画になると思

いました。 

（委員） 

 実は高齢化が高止まりして、なおかつ人口減少して一番困るピークは２０３７年で

はなくて、さらにその１０年後、前後です。２０４７年、２０４０年代が一番ピーク

に来るのです。 

 この１０年間の総合計画ですが、その間にやらなければいけないことを話し合うの

だったら、その先に一番困る２０４７年前後に高齢化が高止まって、なおかつ減少が

もっとひどくなってくるという、そこの対策をこの１０年でやらなければいけない。 

 こういう基礎データについては、「１０年後はこうなりますから、この１０年間や

りましょう」ではなくて、「２０年後もっと困るのだから」というデータを示したう

えで、これからの１０年、豊川市で何をやりましょうかということを議論しなければ

いけない。 

 データとしては、平成４７年のデータもお持ちだと思いますので、４７年ぐらい、

もしくはその先も出ていると思いますけれども、その先は今度、高齢化が収まるけど

も、人口がもっと減ってくるということなので。その先のデータもすでに出ておりま

すので、先のデータも示したうえで、「今回のこの１０年はこの範囲なので、この先

もっと困る状況が起きるので、この１０年間でどういう施策を打ちましょうか」とい

う議論に持っていきたい。ぜひ、データとしては、もっと先のデータまで、特に人口

については、わかる範囲、もっと先のデータの推計値を出していただきたい。人口ピ

ラミッドについては、少なくとも４７年までのデータをまず出していただけると、今

後、何をしていかなければいけないか、見えてくると思います。 

 今の３７年ですと、まだ、団塊の世代の人が後期高齢者ということで、これからど

んどんこの人たちが亡くなっていくということが見えないデータしか出していただ

けてないので、ぜひ、その先のデータを出したうえで、議論をさせていただきたいと

思います。 

 

（事務局） 

 先ほども触れさせていただきましたが、４ページの「総人口の目標」というところ

で、実は別のところで、先ほど言いました、国が言っております、地方創世というと
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ころで、国が「まち・ひと・しごと創世総合戦略」それから長期ビジョンということ

で言っております。そちらをつくるということで、今現在、市内部で動いております。 

 人口について、委員が言われるように、国でもデータのほう、２０６０年以降、７

０年、１００年後ぐらいまでのデータで言われるとおりの図を示すようになっていま

す。そちらのほうで検討した中で、こちらの図については、それを持ってくることも

考えております。 

 資料として、こちらに準備させていただくということは可能でありますので、その

辺は対応したいと思います。 

（委員） 

 飛んでしまいますが、将来目標の件です。交通事故件数のデータを出していただき

ました。平成３７年に１,４００件、現在は１,４４９件とあります。こういう数字は

何を基準にどうやって出したのか。まだ仮定なのか。 

 いわゆる交通安全施設の強化とか事業名が書いてあります。これが１０年後にはこ

ういう事業をやって、なくなるということですね。これはどれを基本にやっているの

ですか。 

（事務局） 

 こちらの目標指標は、まずは左の２１ページの２６年度、今まで１０年間のトレン

ドの実績値があります。言われるように、３７年度までの目標は、①から⑥の事業を

やることによって、主としては交通事故発生件数を減らしていこうということです。 

 こちらは、今までの流れを見て所管課の人権交通防犯課と道路維持課で見込む推計

例として、目標として定めております。この数字がいいかどうかというのは、実はも

う一度、再度検証しておりますので、また新たな目標値、たとえば、これが１０件ず

つではなくて、３０件ずつ、４０件ずつといろいろあります。 

 これは今までの流れを見て、担当課では再度検証をしておるところです。 

（委員） 

 私が言った意味は、４ページの人口減少の状況の削減、減る比率と、この件数の比

率は全く一緒なのです。３．４％。人口比率も３．４％が削減する。人数が減るから

事故も同じ％で減ると私には見えてしまう。すべてがそういう形でやるのではなくて、

せっかくこれだけのビジョンを立てたにもかかわらず、ただ単なる人口減少の比率の

パーセンテージから事故もこういうふうに減らすのだというだけでは、何の将来の目

標にもならないのではないかということを指摘したかった。 

 ですから、こういう資料を並べていくと、何となく目標値が当てにならないという

のか、やはり１０年間かけていろいろな事業をやっていくにもかかわらず、「現状の

ままでの減少のもとで事故も減るだろう」という簡単な目標だけでは、何かここで一

所懸命やっていることが無駄なような気がします。そのへんのことをよく計画してい

かないと。表を見ても、減少のことを基準にしてただ数値を並行して出しているだけ

かなと思ったのです。 

（会長） 

 施策のほうに少し入っておりますが、せっかくですのでお話がありましたが、見方

とか、フォーマットとか、そういうことを今日はお話したいと思いますから、いいの
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ではないかなと思います。 

(委員) 

 委員が、私の質問と同じところを言われましたので、それと同じ案件だけ、お話さ

せていただきます。さっき、５次総合計画の時に、目標値が１,２３０件だったと書い

てあります。実績は１,４４９件、減少傾向ではないと私は思って、今日は会議に臨ん

でいます。 

 私はよくわかっていないのですが、第５次総合計画のこの数字はどこかで消えてい

ったのですか。私は単純に見て、第５次総合計画で出ていた数字よりも、ずっと増え

ているんだから減っていないと思ったんです。この減少傾向というのが、目標値はだ

んだん消えていってしまうものなのか。今後、ずっといくときに目標値の設定ですね。

これから１０年間の間にどういう評価になっていくのかというところを教えていた

だきたい。質問です。 

（事務局） 

 施策の「①交通安全対策の強化」でいきますと、担当課が現況ということで示して

おります。「平成１７年の１，６９８件に対して、平成２６年は１，４４９件と減少

傾向にあります」というのは、これはどちらかというと、全体を通しただけの話で、

本来、交通安全発生件数を見ますと、途中からどちらかというと、増加傾向にあると

見えます。 

 特に平成２３年を一番下に見て、２４、２５、２６と上がってきております。逆に

言うと、現況の捉え方というのが、単に始点と終点を比較しただけの表現になってい

るものですから、こちらについては、この現況を的確に捉えた表現にしていかないと

いけないと思っております。 

 なので、今、言われたように、確かにトータルでは１０年前より減っていますが、

ここ近年は増加傾向にありますと、その増加傾向に対して、いろいろなことをやった

ことによって、今度、３７年度までの目標ということで、これを上げるのではなくて、

下げていく努力をしていくという形にすると、現況と目標との流れができるのではな

いかと思います。 

 若干、そこは再度、見ていきたいと思います。 

（副会長） 

 今の問題にかかわります。まず、フォーマットは前回のものよりも、今回のフォー

マットが明らかに見やすくなっていると思います。ただ、記載の仕方に関して、今の

ご意見もそうですが、さっき言われました「人口当りの件数」がどうかということを％

で出さないと。人口比に対してどれだけの％なのかということがわかったほうが、よ

り客観的ではないかと私も思います。 

 それから、市民の満足度とかを取っていくのは、マーケティングリサーチ的な手法

ですね。その中で、安全度はＣゾーンに入っているので第一に掲げられており、市は

とても敏感に反応されていると思います。 

 ただ、体感値と現実の間には、ずれがある。たとえば、よく世論調査であるように、

少年犯罪は増えていると言われているが、現実は減っているというのがある。その体

感値は何を意味しているかを分析しないと。２３年から２６年は増えているんですが、
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全体としては減っているとすれば、安全でないと感じられているのは何を意味してい

るかを分析しないと、どうしたらいいのかわからないと思います。 

 たとえば、２年ごとのアンケートは数量調査だけか。記述の部分もあって、安全に

関してもう少し詳しい分析ができるような形でデータが挙がっているのか。 

 ヒヤリハットのような、ヒヤリ地図はいいとは思います。たとえば、この事故が、

子ども達が通学するところで事故が多いので親たちが過剰反応というか、強く反応し

ているのか。分析していかないと、何をすればいいのかがわからない。 

 もちろん、市としては対策されているとは思いますけど、そういうことをもう少し。

これだけだと数が減っていて、その間に何が原因で分析をされて、どういうことを手

段としては有効であると考えているか、わかりません。 

 一応、人権交通防犯課では、交通事故統計の分析と分析結果の活用と書いてあるの

ですが、もう少し、そこがないと、「なぜ、だからこの手段が有効か」というのが、

わかりづらいのかなと思います。 

 たとえば、この２２ページの１０件ずつ減らすというのは、「どういうことなのか

な」と。たとえば、ここでヒヤリ地図で、ここでは何件起こっているとわかっている

のであれば、ここにこれをすれば、こうなのだと分かる。年間１０件ずつ、１，４０

０件あるところの１０件ずつというのはちょっと。どういう客観的な目標なのかと疑

問が来てしまうのではないか。 

（事務局） 

 言われるとおりで、よくやるのはどちらかというと、３７年に今ある１，４４９件

を１，４００件にしたいというようなところの中で、委員さんも言われましたが、た

だこういうふうにしたというところもあろうかと思います。 

 そういうものは、当然、目標として立てるかは別の話で、担当課におきましても、

豊川市としては、全体的ないろんな手段として、施策の細かなものはあるんですけれ

ど、さらにその下の細部の実施計画というのが実はございます。そこで、細かな事業

の成果を見ながら、自分たちで課題をとって、そこで新たな事業に結び付けていくと

いう、そういう段取りというか、評価をしながら進んでいるところです。 

 実は、総合計画のこの中では、大きなところを捉えさせていただいて、この全体的

な施策の目標をどうするかというところは、お示しをさせていただいているんですが、

少ない紙面ですから、現況を捉えた中でどういう目標にして、何をしましょうかとい

うのを全体的に書いているのが、今の豊川市の総合計画のつくり方です。 

 当然、担当課も事業をやりながら分析をして、たとえばヒヤリ地図があった。それ

は警察とも、いろいろ協議をしながら、どこを今年は重点にやるとか、短年度ごとの

ものは、それぞれ、予算があるときに調査をしてやっているという現状です。 

（副会長） 

 たとえば、自殺対策基本法ができた時に、社会学者は全然、自殺の研究をやってい

なくて、ＮＰＯが警察のデータをもらって分析をして、３月には商店主の人たちにこ

ういう自殺が多いとか、この地域ではこういう自殺が多いとかを分析して、そういう

データを見てやっと対策ができたのです。 

 ですから、「データ分析をして、だからこういう対策ができる」というところがな
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いと。ここ一番、市民の関心が高い。やはり豊川市は車のまちなので。ここには載せ

られなくても、たとえば「注」とかで URL を載せてここに飛んでもらえれば分かる

とか。今、インターネットをみんな使えると思うので、見ていただければこういう対

策ができるというふうにいけば、市民は、この手段はそういう意味で意味があるかな

と感じました。 

 

（会長） 

 私のほうで、今、お話を聞きながら、こういうことではないかと思っていますのは、

第５次総合計画を見ていただくと、右と左のページがありまして、左は現状分析、右

が将来目標とあります。５次の時から私も関わらせていただいたものですから、５次

の時から右側に指標という数字を初めて盛り込んで総合計画をつくったということ

があります。 

 この目標も、いわゆる施策の中で、全て盛りこんであるかというと、そういうこと

でもなく、代表的なものをということで、初めてのケースだと思いますがそういうふ

うになっている。 

 今回は、第５次総合計画の初めて目標値を設定した、次の第６次の計画であります

ので、ぜひ、ここは左側の現状分析のところは、第５次の目標設定したものについて

は、計画と実施の反省をしていただいて、それをさらに、今、お話にありましたよう

に「なぜ増えたか」「なぜ、減ったのか」ということを、現状のところで、もう少し

数字について分析することが、５次と６次の大きな違いではないかと思いますので、

検討してください。 

 というのは、交通事故発生件数も違うんですね。どこか数字が違っています。ほか

のほうを見ると、合っているところもありますので、すべてが違っているとは思いま

せんけれども、やはり「目標設定しました。実績がこうやって出ました。この実績に

対して、今度は、将来どうします」というふうにつなげていかないといけないと思い

ますので、それは、そんなふうに検討されたらどうかと思います。 

 

 ではまた、元に戻りまして、「第１章 人口と財政」について、最終的にご意見を

聞きたいと思います。この第１章につきましては、いかがでしょうか。 

（委員） 

 素朴な質問で恐縮ですが、８ページの世帯数です。これは人口減少で１世帯当たり

の人口が減りますから、当然、このようになっていく。先ほどの、さらに１０年先の

４７年という話が出ていましたが、限りなく減っていきます。どこかで下げ止まりと

いうのか、そういう具体的な計画は。かなり空き家という問題が生じてくる懸念があ

ります。その辺についてはどうですか。 

（事務局） 

 今、委員さんが言われた件で、確かに空き家対策が必要になってくる。実は豊川市

は遅れており、現在、庁内で検討を始めております。 

 これにつきましては、こういう計画に何らかの形で載せていかなければいけないと

いうことで、今、動き始めています。それにつきましては、今後、入れていけるよう
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な状況で取り組んでいきたいと思っております。 

（委員） 

 やはり世帯数はどんどん増えるのですか。 

（事務局） 

 世帯数がどこまで増えるかというのは、私、手持ちで持っていなくて申し訳ありま

せん。ただ、言われるように、どこかで下げ止まりはあるかと思います。でなければ、

限りなくなくなっていくと、本当に無理となってしまいますので、それについては、

再度こちらで資料を見て、またご報告したいと思います。 

（事務局） 

 今の件で補足をさせていただきます。 

 世帯数がどんなふうに減っていくというのは、数値としてはございませんが、晩婚

化、非婚化が進んでおるというのは、当然のことでございます。世帯を構成する、結

婚をしないことによって、この数はある程度までは減っていくだろうということです。 

 空き家というお話が出ましたが、この５月２６日に空き家の関係の特別措置法が施

行になったものですから、この空き家問題については全市的に取り組まなければいけ

ないということで、進めていこうという段階です。 

 空き家も、たとえば防犯の問題、人口減少の問題、環境、景観の問題、いろんな方

面から切口がありますので、総合計画の中でどんな表現になるかはわかりませんけれ

ども、もう少し、今、言われたようなことも含めて、記載をしていかなければならな

いと思っています。 

（会長） 

 これは私見ですが、ある所で、国がこの地域に対する見方ということで、同じよう

な人口減少のグラフ、総人口のグラフを示されたことがありますが、東三河と三河地

区、いわゆる三河全体（尾張・三河の三河です）で見ると、そんなに下がっていない

というのが、国の見解だそうです。 

 それは、トヨタとか西三河に活力があって、まあ下がるんですけど、そんなに下が

らないという見方がある。この地域は、まだまだ豊かで、活力があると言われるんで

すが、実は東三河の行政の立場からすると、こういうグラフが出ている。ある意味、

非常に危機感を感じて人口減少については考えられているのではないかと、個人的に

は思ったことです。 

 

 それでは、「第２章 まちの構造」について、何かご質問、ご意見等ございません

か。 

（委員） 

 第５次の改訂版の本と比較すると、まず最初にさりげなく、「拠点への集約」「交通

ネットワーク充実」のというのが入っていて、かなり人口減少後のことを想定した書

きぶりになっているのがわかります。 

 聞きたいのは、拠点に集約といったときに地域拠点は打たれているが、どれぐらい

のコンセンサスというか、市民の方が理解されているのかを一点、お聞きしたい。 

 それから、書き方については、そこに集約していくと言っているので、１２ページ
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の上の拠点のところの地域拠点などを見ると、「地域の特性に応じた都市機能を集積

し、各地区のくらしの中心に位置づける」と書いてありますが。もう少し、「具体的

にどういう住まい方ができるのか」「集積される都市機能とは何なのか」を言わない

と、市民の方が誤解される恐れがあるのではないかというのが、一つ。 

 それから、中心の都市核が、果たして、今の中心市街地活性化と、商業活性化のエ

リアが、そのまま盛られているのですが、はたしてこれでいいのかどうかを、もう少

し考えたほうがいいのではないかという気がしています。 

 それから、２つ目にお聞きしたいのは、先ほどの説明で、新たな産業拠点エリアは

今、検討されていて、今後、出てきますということだったのですが、５次のほうにも

既に「新たな産業拠点エリア」というものがありまので、そこに破線が書いてあるの

で、やはり先ほどの会長さんのご指摘ではないですけれども、もし、それが位置付け

が変わる場合に、なぜ、そうなのかという説明をしていただいたほうがいいと思いま

す。 

（委員） 

 関連で、私も「都市核」というイメージが沸かないのです。私なりに受け取った感

じは、市役所を中心とする行政の中心ということで、福祉・医療・商業が一部ある、

公共施設とかこういうものが集積するというイメージでいうと、では、豊川地区はど

うなるのか。 

 中心市街地といっても、諏訪、金屋、豊川という中心市街地、それは中心というか

どうか。広すぎて、性格も諏訪地区の商業と豊川地区の商業とは違うということで、

中心市街地そのものがぼけているのに、都市核と一緒にしたことで余計わからなくな

ったという感じを受けます。 

 もう１点、「地域拠点」。こういう位置付けは評価したいと思っている。 

 その中でも特に八幡です。今度、企業が撤退しますが、跡地をどうするのかという

ことも含めて、それは新たな取組みの追加の時に話があるのか。それともさっきも言

われました、新たな産業拠点エリアという青い点線で囲まれたものに入るのか、それ

とも検討をしているけど公表はできないのか、そのような点をお聞きしたい。 

（事務局） 

 まず、中心市街地という点でいきますと、確かに市のほうは中心市街地活性化法で、

平成の初めにそこを置いているところです。確かに委員さん言われるような形で、本

当にいいのかどうかは、また内部での検討になると思います。 

 あと八幡は、現状は図表でいくと、ものづくりゾーンということで、工業的な位置

づけになっています。今後、どうなっていくかは、これからの検討になりますけれど

も、そこへどこが来るとか、どういうふうになっていくというのは、私どもわからな

い状況です。 

 そこをどう表現にするのかも、内部の検討をもって出せるものであれば出していく

形になると思います。 

（委員） 

 今の、「まちの構造」は、確かにいろんなことを考えて、このまちの構造の図をつ

くったと思うんですが、先ほど、事務局の説明は右往左往していきましたね。あっち
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を説明したりこっちということは、このページを見てわからないということです。い

わゆる、あっちいったり、こっちいったりしなければならないページというのは、確

立されていないと私は見ます。 

 右側の立体の図を一生懸命ご説明いただきましたが、私の目には「かがやくとよか

わ」には見えないです。この立体の図、駆使して書かれたと思うんですが、この辺の

構成、「何がったい、このまちの構造で言いたいのか」「果たして拠点という名称でい

いのか」とか、その辺のところもご検討されたい。新たな産業拠点エリアというのを

また付け加えていきますよというお話ですので。 

 もう少し検討しないと、いつも掲げている、たとえば「光・緑・人 かがやく豊川」

にするならば、まだ決まっていませんが、そういうふうにするなら、これを見て、少

しかがやきが感じられるような構成をしていただきたいなと思います。 

（会長） 

 金とか銀とか銅とか、そういうのではない。 

（委員） 

 なんか立体になると、全然、何が書いているのかがわからなくなる。 

 委員が言われた、１１ページの図はまあ何とかわかりますが、とにかく説明で右往

左往したのを思い起こしていただいて、それが順番に読んでいけるなというような構

成に、されたらどうかと思います。 

（会長） 

 私のほうからも同じことですが、このまちの構造で「めざすまちの構造、集約と連

携によるまちの形成」ということが言いたいんですね。その集約は、都市核と地域拠

点へと。それから、連携は、都市交通ネットワークの充実ということで、その言葉を

右側で説明されているので、順番がやはり違うのではないか。 

 ですから、言葉を説明してからこういうことをしたいとして、集約と連携がよくわ

かるような絵にしてください。これではよくわかりません。これは一意見とします。 

（委員） 

 私がこのことでわかりやすい、この文章がすっきりいいなと思ったのは、資料１の

「まえがき」「基本構想」のところに、まちの歩みというページがあるのです。合併

以降のことが書いてありますが、下のほうに「このように多くの合併を経験した本市

は、企業や商業施設、行政機関が集まる諏訪地区を中心に、東に豊川地区、西に国府・

御油地区と音羽地区、南に小坂井地区と御津地区、北に一宮地区といった市街地がそ

れぞれに形成されており」とあるのですけれど、この言葉だと、どこが中心であって

東西南北に、それぞれに地域拠点があるという書き方、これだとわかりやすいかなと

思います。 

 それが歩みの中では書いてあるのですが、図になった時には豊川と諏訪がくっつい

た、わかりにくい形になって、豊川市がどこを拠点としようとしているのかというの

が、見えづらくなっている。そこをはっきりして拠点なのか、観光のゾーンなのか、

ということをはっきりさせたらどうかと思います。 

（委員） 

 中心市街地活性化の補助金をもらっているから、この枠は変えられないことでしょ
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うか、変えられるのでしょうか。みんなは変えて欲しいという意見が強いと思うので

すが、補助金をもらっているので変えられないというのだったら、みんなたぶん、諦

める。 

（事務局） 

 言葉を「中心市街地」という言い方で記載はしてあるが、確かに中心市街地活性化

法に基づく中心市街地という位置づけとして豊川市は持っています。豊川から「姫街

道を通って諏訪ですよ」というようなところが、たぶん市民の皆さんはどこまでそれ

を知っておられるかというのも、確かに難しい点ではございますが、補助金上は確か

にこれになっております。 

 ただ、今もこの中心市街地ということで、第５次総合計画でいきますと、政策５の

中で中心市街地ということで取り組んでいるものがあります。それが、中心市街地と

いうことです。 

 ただ、この中でいきますと、都市機能をコンパクトにそれぞれを集約していくとい

う意味の中で中心市街地ということも入れているので、補助金で、絶対取れないかは

どうかはいろいろと検討しなければいけないところもあります。 

 そこも含めて、確かにわかりにくいところは委員の皆さん言われるところですので、

そこは考えなおさなければいけない部分、見直しをしていきたいと思います。 

（事務局） 

 前回の審議会でも、中心市街地に関してはいろんなご意見をいただいています。都

市計画課が所管ですので、当然ながらフィードバックをさせていただいています。い

ってみれば、正岡みたいに、今まで以上に賑わいを見せている地区もありながら、豊

川、諏訪地区というのはどうなんだというご意見をいただいて、今後、豊川市でどう

いったまちづくりをしていくかという中で、「中心市街地の扱いはどうだ」という問

いかけをしました。 

 そのやりとりの中で、我々事務局としても、担当課の意見として受けているのは、

やはり定住・交流という中の、交流促進を考える中で、他市の方に豊川市の顏をどう

いうふうにアピールしていくかといったときに、やはり豊川稲荷がある豊川地区、大

きなイベントのできる諏訪地区は、やはり今後も欠かせない地区であると認識してい

ます。 

 そうはいいながら、ほかの旧町エリア、一宮、小坂井、音羽、御津のエリアに関し

ても、各市街地が形成されており、今後も高齢化を見せる中で利便性の高いまちづく

りをしていく中では、やはり大事なエリアだということで、今回のまちの構造図でオ

レンジ色で強調しているのは、前回もそういったようなご意見もいただいております

ので、それを踏まえてまちの構造図を作成しています。 

 オレンジ色と赤色の部分は強弱はつけている部分もありますが、どちらも大事にし

つつ、ただ、豊川としてどういった顔で市外にアピールし、人を呼びこむかといった

ときには、この赤いエリアを今後も大事にしていきたい。 

 それも、これまでの豊川市が、先人が築いてこられた地域でありますので、それを

大事にしながら、今後のステップを踏んでいくということを考えているのが、こちら

の図の意図することとして捉えていただけたらと思います。 



24 （第３回豊川市総合計画審議会／平成２７年５月２９日） 

（委員） 

 皆さん、大変、いいご意見をいただきましたけど、この第２章のめざす構造につい

ては、一番重点なのは、ここの１１ページの赤い部分だと思うんです。拠点への集約、

これをしないと、このまちが見えてこないということもあるのではないかと思います。 

 交通ネットワークの充実をするならば、これから高齢者が多くなるという時に、こ

の高齢者にやさしい都市の在り方、住まいの在り方、そして、駅前が発達して、高齢

者は交通事故の件数が非常に多い。 

 そういう面も考え合わせると、この２つの「拠点への集約」「交通ネットワークの

充実」が、一番重要になってきます。 

 まちの歩みから見ますと、豊川は四つのへそがあると、よく昔から言われています。

それを少しずつ、なんらかの形で次の住みよい生活の中へ、導くものの指針が欲しい

と思いますけれども、その辺はどうでしょうか。 

（事務局） 

 導く視点ということで、本市がめざすまちの構造というのは、言葉の図の上にある

言葉、５つのゾーンがありますが、やはり今後のまちづくりにあたり、都市機能をコ

ンパクトに集約させることが必要と捉えています。 

 そういうなかで、こちらの表現、「都市核」「地域拠点」、公共交通、交通の面はし

っかりと拠点と拠点を結ぶところを重点に整えていかないといけないと思っており

ます。 

 まちの構造の中で市が目指すものを表現できるように、いろんな意見はいただいて

おりますので、そこも併せて、特に１２ページの表がわかりにくいというのも当然あ

りますので、その辺りも、再度、検討させていただきます。 

（委員） 

 全体のゾーニングとは関係ないですけど、山を切り開いて造成した住宅地は大規模

なところが何箇所かあります。御油ですとか、赤坂台ですとか。そういったところに

ついて、まちを集約とおっしゃいましたが、そういうところは高齢化して、空き家が

たくさん出ていたり、私どもが往診しなきゃいけないような方とか、一人暮らしの方

がたくさん増えている状況の中で、どういうふうにしていくかいというのは、これか

ら１０年の大きな課題だと思います。 

 たとえば、そういうところをモデル地区にして、なんとかそこを維持させるのか。

いや、そうではなくて、平地に移っていただくかというのは、大きな課題だと思いま

す。そう簡単に済む話ではないと思いますけれども、そういうことを考えないと、何

箇所も豊川市内にはありますので、たぶんそういう問題が、これから１０年間、大き

な問題になってくると思います。 

 この総合計画及び、その下の計画の中でも考えていかなければいけない課題と思い

ます。よろしくお願いします。 

（委員） 

 人口を増やすとか、定住というと、若い人世代が豊川に住むようになるということ

が、よく書かれていたりします。そうすると、家を持ってここに住んでいく、そうい

った時には、駅から一戸建てが建てられる、どんどん遠くへ宅地が広がっていってい
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るように思います。 

 豊川市が人口を増やすために宅地をどんどん広げていくか、コンパクトシティにす

るように、駅のところは高齢化しても、自分たちがコミュニティバスなり、電車なり

を使って病院に行けるとか、買い物に行けるという、このオレンジのゾーンに住める

ように、駅周りに住むようにもっていきたいのか。 

 豊川市は両方をやっていると思います。コンパクトにしたいということも言ってい

るし、人口を増やしたいから宅地もどんどん遠くまで広げることをやっているので、

どちらかに決めていかないと言っていることがチグハグになると思います。 

（事務局） 

 今、豊川市が行っている区画整理事業というのは３つあります。一つは豊川駅東の

土地区画整理事業、２つ目は西部の土地区画整理事業ということで八幡の地区。もう

一つが、旧一宮駅の飯田線の西側、太木の土地区画整理をやっております。 

 今ある拠点のエリアから大きく離れていない、豊川駅でいけば、駅の東側になりま

すので駅周辺がメイン。区画整理でいくと国府の駅、若干離れるとはいいつつも、本

当に近いところになると思います。それから、大木の区画整理が三河一宮の駅の南西

側で、土地区画整理をやっております。 

 新たに区画で宅地を広げていく事業は、そういう形で、ある程度、駅に近いところ

です。今後、事業をやっていく中では、やはりコンパクトを目指していかなければい

けないので、どこをやるか、やるかやらないかというのを含めて、今ある資源をその

まま使っていく場合もありますし、新たに、ここを宅地として開発していく考え方も

あります。 

 距離的なところで遠い、近いというのは若干あるかもしれませんが、今の事業の進

め方からすると、どちらかというと、それぞれに地区ごとで進めているものかなと思

っております。今後はどうするかというのを、地区を見てきちっと判断していかない

といけないと思っております。 

（委員） 

 １２ページの右側の「軸」の枠の中に、「地域連携軸」というところがあります。「主

に拠点間や近隣都市との連携を図り、くらしを支えることで利便性の高いまちづくり

に生かす軸です」ということで、この拠点間というのが、左の図のオレンジの所を示

している。 

 あともう一個、近隣都市、近隣他都市はどのようなところを示して、連携軸と考え

ているのか教えていただければありがたいです。 

（事務局） 

 近隣都市というのは豊川を中心にしますと、豊橋市、岡崎市、新城市、蒲郡市が周

りにあります。道路と地域連携軸ということで、小さな幹線道路も含めてまいります

と、近くの周りの都市と考えております。以上です。 

 大きなところでいきますと、たとえば高速道路でいけば、やはり全国的にあります

ので、かなり広範囲に渡っていくものと捉えております。 

（委員） 

 今のお話の中に、これは実際、この左の１１ページにある図に関しては市内を網羅
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する形で、１１ページと１２ページの図の形にはなっていると思います。 

 もう一つ、視野を広げた時の、山間部からの豊川市との連携だったり、川を挟んだ

豊橋の連携とか、蒲郡の道路の湾岸地域の連携についても、多少イメージやそちらへ

のアプローチというのも、この１０年の計画の中に入っていると考えてもよろしいの

か。それとも、まだ、考えずにここだけという形の見方でよろしいのでしょうか。 

（事務局） 

 連携軸でいけば、今ある現況の中でやる事業としては、たとえば東三河環状線、三

上と高速道路のインターチェンジの間ができているのと、あとは蒲郡のほうから、こ

の中を抜けて、本野町、赤塚山の手前のところまで今、来ていますけれども、そうい

う事業というのが全体的にはこの点線の中で示されている中では東三河環状線とい

うのもございます。 

 あとは国道。広域的になりますが、２３号バイパスが豊橋から為当まで来ているの

で、そこから蒲郡を結ぶという形になります。これからやっていくという大きなもの

でいけば、一番上でいけば広域軸でいく新東名高速道路。それを結ぶ国道１５１号の

バイパスが、軸として整備していくものと捉えております。 

（委員） 

 先ほどから地図があまりにも漫画っぽい。もう少し、リアルに描けば、もう少しわ

かりやすくなるのではないかと思う。この間、官庁でもらった、たまたま鞄に入って

おったこれはたぶん、豊川市の産業部長さんが持って来られたやつだと思いますけど、

このほうが見やすいです。 

 今、言った環状線のことでもそうで、１０年後のモデルといいますか、そういうも

のもどこかに。昔の５次のまま、同じようなことをするのではなくて、こうした東三

河ができるなど。 

 この図をもう少しリアルな図に変えて、１０年後の道路網だとか、出来上がるのも

ここに入れておいたほうが、すごく見やすい、捉えやすくなるのではないかと思いま

す。本当に見にくいと思います。 

（委員） 

 １２ページの図と言っていることが根本的に違う。１１ページはある程度、現状の

地域にどういうふうに落とすのかという、説明図ですね。１２ページは将来の構想を

示す概念図だと思います。 

 先ほどから話が出ているように、今回の目玉は「拠点集約」ということで、ネット

ワーク型、コンパクトシティをやるという、豊川版をやるということで、拠点を置い

たうえで交通ネットワークにつなぐという考え方を示しているわけです。 

 そうすると、１２ページの図は、先ほどからよくわかりませんというご指摘があり

ましたが、これは本当にイメージだけで書いているのか、こういう結び方の将来構想

をこれが言っているのかという違いがわからないのです。 

 要するに、現状では道路がない部分にも拠点間に線が描いてある。それを今後作っ

ていくことを示しているのですか。それは誤解をされると思うので、一致するように

直したほうがいいと思います。 

（事務局） 
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 点と点を直線で結んでいるので、現実的にはあくまでもイメージというだけになる。

現実と全く一緒というか、つくっていくということではなく、それを結ぶ公共交通と

かを表現しています。 

（委員） 

 だから、それはまずいと思います。違うことを言っているだけですから、イメージ

が１人歩きをして誤解をされるのではないか。それはやめたほうがいい。 

（会長） 

 この２章につきましては、ご意見をたくさんいただいていますので、事務局でも検

討していただきたいと思います。 

 もともと第５次の時は、都市構想というのがありまして、土地利用と、なんとなく

不動産屋さんのそういう感じ。第４次の時はもっとひどくて、土地利用だけが載って

いて、道路交通網がなくて、ゾーニングだけの話が進化してきましたので。さらに市

民の皆さんにわかりやすいまちの構造のイメージを、１０年後の姿がイメージできる

ように。なかなか難しいものですから、２ページで済ますのはどうかというのもある

かと思いますので、検討していただきたいと思います。 

 いずれにしても、豊川市は駅が多いというのは、皆さん感じていらっしゃるところ

です。駅の数だけは、たぶん東京とか大阪を除けば、地方都市ではこれだけの駅の数

はないのではないかと思います。 

 そう考えてみますと、鉄道網、ＪＲ、名鉄の公共ネットワークはかなり充実してい

ることは事実です。そこからのアクセスとして、バスとか自転車が使えないというこ

とで、コンパクトシティは駅中心にも考えられるのではないかと、印象的には思いま

す。 

 （休憩） 

 

（会長） 

 第３章、市民意識の状況につきまして、ご質問、ご意見等をお願いいたします。 

（委員） 

 第３章の中で、これって市民意識の状況を書く章ですよね。何か、１３ページの真

ん中の「住みよさ」というところで、「７２％が住みよい。またはどちらかといえば

住みよいと答えています」までは状況だけど、その下の「総合計画のすべての政策の

取り組みにより、「住みよい」と感じる市民の割合を高めます」というところが、こ

の章の中でなぜここに書いてあるのか。「すべての政策の取り組みにより」という、

この断言がここでいるのかなあと思った。ここの部分が何か、章の中で一つだけ浮い

てないかと思ったのが、実感です。 

 そこが、状況ではないというところがありましたので、この部分はどうして入れた

のかという、質問になります。 

（事務局） 

 先ほどもご説明させていただいたなかで、この章は、このあとの４章の、前回でい

えば第３章ですけれども、今回は３章を入れたことによって４章の中に、全て行政別

の分野の中に入っておったものです。その一番初めに、住みよさということで「総合」
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という場所がありました。 

 それを全部、総括して、市民が住みよいと感じる満足度があって、こことしては、

そこを、そのままこちらへ持ってきて、総合的なものとして入れています。 

 したがって、今、神谷さんが言われるように、ここだけ目標が書いてあるものです

から、やるとすれば、先ほどの１６ページにまとめて、最後に「めざす方向」という

のを入れてあるので、そういったほうにまとめたほうが、意図としての現況に近づく

かなと感じます。 

（副会長） 

 先ほどから、いろいろ問題も指摘されていますが、現状の市民意識は確かにしっか

り捉えて、市民が問題と感じていることに対して解決に取り組むことは重要ですが、

将来計画という、しかも１０年という、この１年でもものすごく変化が激しく、１０

年計画なんて、本当に立てられるのかという状況なので。むしろこれを目指すという、

今にない、不在のものをめざすのが将来計画だと思います。 

 そういう時に、過去の造成地の高齢者問題をどうするかとか、豊川市が抱えている

問題、予測される問題がありますね。それは、市民も不安を感じており、すでに予期

されている方もいらっしゃるかもしれないけれども。現状ということでいうと、とり

あえずは先送りというか、考えていないこともあるわけです。そこも問題として、や

はりデータを持っている市は考えていかないと、予期していかなければいけないわけ

です。 

 資料１に戻ると、ここでは、今後のまちの特性のあとで、３章のあとで、５章で時

代が持っている問題が指摘されています。豊川市が抱えている今後、１０年の問題は

何なのかが、それぞれに関してどうなのかわからないので、この市民意識だけで計画

を立てていくと、現状の中で考えることになってしまって、いろいろ落ちていくので

はないかという心配があります。その辺りはいかがでしょうか。 

（事務局） 

 この市民意識が、今後の将来目標に対して、市民の皆さんに第５次の評価をしてい

ただくまちづくり市民ヒアリングの中で、すべて目標指標に対してどうであったかと

いう現状を捉えて、それぞれの施策についての課題、なぜこうなったのかというのを

出しました。 

 それで、現実、今後どうつながっていく、取り組んでいくのかという方向性を出し

ながら、これを元にして、第６次をつくっていくというように流れています。ここに

はそのような細かいところまで、実際、入れていないです。 

 ただ、一つのところで全体の捉え方、項にいってしまうと本当に細かくなってしま

うので、全体の意識としての捉え方というのは、いろいろな自治体でも、市民意識と

して捉えて、高めていこうというのが目標となっているのが、多々あるかと思います。 

 その中で、私ども外に出したというのは、現状だけはとりあえず捉えました。これ

を目標として過度に使いすぎると、そのためだけに、それが何を示すのかというのが

難しくなる。将来目標と、自分たちでやっている事業が結び付くものであれば、それ

は後ろのほうでも目標として捉えてやっていこうということです。 

 第５次の評価が、ここにどういうふうに入れていくのかというのは、さっきいろい
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ろ質問されて、皆さんに言われているんですけれども。こういう少ない冊子なもので

すから、別書きにするとか、そういうものを、もしくは事業をやっていく中で、実施

計画でそれぞれ評価しながらやっているので、そういうところで公表していく。両方

の側面から出していきながら進めていきたいと思っています。 

（副会長） 

 もう一つ。トータルでデータを出されていますが。たとえば、国政であっても、若

者の利害と高齢者の利害が、しかも高齢者がマジョリティーになっていて、少ない原

因を取り巻くような議論になっている。それは間違った議論ですけれど、あと女性に

とってはどうかとか。非常に市民も多様化しているので、トータルはトータルでいい

んですけれど、では、若者に住みやすいのか、高齢者にとって住みやすいのか、高齢

者にとっての不満は何かとか、もう少しクラスターで分ける必要はないでしょうか。 

（事務局） 

 実際に、市の計画は一番上位の計画です。その中で、さらに担当において、それぞ

れの細かな分野でさらに計画、現状を捉えながら計画をつくって、それに対して同じ

ように目標を持ってやっていくというのがあります。 

 今回の総合計画をつくっていく中で、第５次にはなかったが、「関係する計画」と

いうものを入れております。実はその計画の中で、さらに細かな部分というのを捉え

ています。そういうものを元に実務的には動いています。 

 それを全体的には、市として総合的にどうするかという中での目標を立てたものと

いうことで、大きくつくっており、そういう流れでやっていきたいと思っております。 

（副会長） 

 調査も税金でお金を使っていると思うので、今、データなど簡単に分析できるので、

もう少しきめ細かい分析が可能というか、していただければいいと思います。 

（委員） 

 １６ページに表があります、「産業・雇用」の中の商業振興。日用品などの買い物

の利便性、満足度７１．６％、重要度８４．４％。重要度はわかるんですけども、満

足度が７１．６％と高いんです。何が申し上げたいかというと、私が暮らしているよ

うな集落はこれから買い物に困るのです。日用品など。高齢化率もどんどん上がる。

果たして全体でいけば７１．６％かなと思いますけれども。 

 この辺りについても、今後の計画の中で、ぜひ、何かそうした対策を考えていただ

けるといいなと、期待をしております。 

（会長） 

 １４ページのプロットした満足度というようなものと、今回初めて、１５、１６ペ

ージに数字を出していただいたものと比較しますと、ちょっと違和感を感じるところ

があります。 

 たとえば、満足度は、まあ満足というパーセンテージを書いてあります。３０％台

のところをピックアップしてみても、１４ページのほうでは、それほど不満足になっ

てないという感じがします。 

 たとえば、一番低いところからいくと、「歩行者にとっての道路の安全性」これを

「勤労者福祉」、「中心市街地の活性化」。この３項目が、一番不満足のところにあり
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ます。重要度は別として。 

 そこを見ますと、やはり３０％台になっているが、ほかにも３０％台があります。

それがあまり不満足になってないという点が見受けられる。これはたぶん、加点方式

の仕業かなあと。「やや不満」と「不満」の点数の割合が、不満が多ければ多いほど、

点数が悪くなりますので、いろんなアンケートの項目の中で、「やや不満」が多くて

も、不満になってないということではないかと思います。 

 ここは、できるだけ整合性が取れるようにされたほうがいいのではないか。加点の

方法「２点、１点、－１点、－２点」と、このパーセンテージが合わない感じがしま

すので、ここを説明しやすいように書かないといけないと思います。 

（委員） 

 今の会長さんのご指摘で思ったのですが、統計的には平均を出しているわけですか

ら、１４ページが正確だと思います。なのに、なぜ、１５ペーシの表を出しているの

かというのは、何か意図があるのかと思いました。合わせることはたぶんできないと

思います。もし、違うことを言いたいのであれば、それを説明したほうがいいのでは

ないですか。 

（事務局） 

 これは内部の中で、章立てをするに当たりまして、１４ページの表と結びついた、

要は実質的な数値との整合が図れていないという意見がありました。逆に低くても高

い、高いけれども、実は低いというところで、実際の点数の割合がどれぐらいかを示

したらどうかという、内部での検討がありました。 

 実はこの表によって、今、言われるようなことはあるということで、逆にいうと、

私どもが出して、実際のこの表と違いがあったとしても、割合を出したいということ

で実は出しています。 

 意見としてお伺いをしている中で、ここは実際に見た方がどう思われるかというの

があるものですから、その辺も含めて、再度、ここはどうするかを見ていきたいと思

います。 

（会長） 

 お言葉ですけど、職員の定員適正化は２５％です。これはやはり不満足なので、そ

ういうところをチェックしたほうがいいと。市が出したものについては、そういうふ

うに見られます。「健全な財政運営」２８．１％。これは当たっていると思いません。

今の豊川市の状況からすると、非常にいい財政運営になっていると理解しています。 

 もし、これが本当だとすると、やはり不満足ということに。この辺を見ますので、

よく考えて。ほかのところはいろいろあるけれど、市役所はどうなっているんだとい

う話を、注意してやっていきたいと思います。 

 決して、これが目標ではないと思いますので、こういう状況を見ていただいて、企

業でいうと顧客満足度の調査ということで、大変立派な資料になっていると思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ３章について、何かございますか。 

（委員） 

 １４ページよりも、私らは１５、１６のほうがわかりやすい。１４ページは、よく
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見ないと、どこがどうなっているのかなと思います。 

（会長） 

 白黒だとわかりにくいですね。大きさとか、第５次は１ページまるまる使っていま

すので、この大きさもあるのかなと思います。 

（委員） 

 資料１の「まちづくりのイメージ」に戻ります。「光・緑・人 かがやく豊川」。先

ほど委員が言われた、輝くと光は同意語であるから、変えたほうがいいと言われたん

ですけれど。 

 私は毎回言っているんですけど、豊川というのは漢字にしたほうが、ひらがなで豊

川ということを全国に示したときに、テレビなんかでもクイズ番組をしていて、豊川

市だったら、どうやって書くかといったときに、やはり「豊かな川」の豊川というの

が全国にわかってもらいたい。 

 ですので、「輝く」というのをひらがなにして「豊川」を漢字にすると、光も緑も

人も輝いている豊川というふうにとってもらえるかなって、ちょっと個人的に思った

ものですから、お願いいたします。 

（会長） 

 最後に「第４章 行政分野別計画」ですが、これは先ほどのスケジュールに基づい

て、次回から入るとなっておりますが、先ほども少し入りました、安全・安心のとこ

ろについて、少し議論がされました。 

 個別の内容もそうですが、こういう施策の表し方でいいのかどうかという点ですね。

それから、考え方はいいのかどうかといった点を中心にご意見いただきたいと思いま

す。ぱっと見て、もし、気がついた点があれば、今日も言っていただければ、まだも

う少し時間がございますので、議論をしていただきたいと思います。いかがでしょう

か。 

（副会長） 

 １５ページの表の健康福祉の「⑥生活自立支援の充実」のところに対応する「行政

分野（質問項目）」が「１７．経済的な自立支援」になっているんですけれども、質

問項目が何かがわからないから、ちょっとなんとも言えないですけれど。新規項目が

ここに幾つかあるんです。新規というのは、この２７年の時に新規ですよね。 

（事務局） 

 そうです。２７年５月にやっている市民意識調査の中から、初めて対象として入れ

たものです。 

（副会長） 

 ではもう、質問項目ができているわけですね。 

（事務局） 

 そうです。 

（副会長） 

 ちょっとひっかかったのが、生活困窮者自立支援法に関しては賛成・反対、両方の

議論がありますが、とりわけ批判の側としては、これが経済的なものに特化している

と言っています。法自体は家計支援から、学習支援から、経済だけではないものを汲
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んでいこうという思想は入っているけれども、財政が厳しいので、経済寄りだという

批判があるところで、「経済的な」と書いていいのかという印象がありました。経済

的だけではなく、いろんなことを聞いたほうがいい感じがします。項目の立て方。 

（事務局） 

 今、副会長さんが言われるのは、質問項目の表現の問題かもしれないということも

ありますが。 

（副会長） 

 両方です。 

（事務局） 

 あまり直接的な言葉でないほうがいいという感じですか。それとも、調査自体がこ

れに関することを聞いていくものですから、生活自立支援の充実自体の裏のページで、

行政別分野でやってある政策２の中では、生活保護とか、それになり得る手前の方へ

の支援ということで、実際に事業を組み立てております。 

 直接的ではないですけれども、こういう形の表現にはしてあります。そこは、また

今後、議論していただく中で、本当にこの表現がいいのかどうかは、再度、お伺いし

たいと思います。 

（副会長） 

 中身がそうなっているならしょうがないですけど、もう少しこの法に沿って、施策

をどう考えているかということを聞くべきなので、「経済的な」という限定を付ける

のはおかしいのではないかと思います。 

（委員） 

 政策２の健康福祉のところ、４１、４２ページです。市民病院の患者紹介率。現状

は平成２５年の３７．２％で、一生懸命頑張って、暫定値で６２．９％ということで

すが。紹介率をいうときは、必ず逆紹介率がセットになっています。今、豊橋市民病

院は地域医療支援病院に指定を受けているのですが、その認定の数値が紹介率５０％

以上、逆紹介率７０％以上というのが指針なっています。 

 平成２５年度だと豊川市民病院は３７．２％に逆紹介料が５０％強ということで、

満たしていないということで、２６年度、頑張って数字を増やしていってどうかとい

う数字のところがあります。 

 紹介率をいう時は、必ず逆紹介率を目標値に入れていただきたい。セットで考えて

いただきたいと思います。その場合は、「地域医療支援病院の指定項目の数値をクリ

アする」という目標づくりです。今、現状、豊橋市民病院は、紹介率７０％を越えて、

逆紹介率は９０％近く、８０何％という状況ですので、そこを目指していただきたい

と思います。 

（委員） 

 ２２ページ、交通安全の関係です。ご承知のように、この６月から自転車関係の法

律が施行されて厳しくなるわけです。道路維持課のほうでは、区画整理からいろいろ

ありますけれども、歩道の整備、自転車道の整備とか、自転車のいろんなモラル、特

に子どもさんが乗ったりして事故にあうのが大変、危惧されます。そういったことが、

どこかに出てくるといいと思います。 
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 それから、２３、２４ページの防犯関係です。治安というのは、国が行うものばか

りが治安ではなくて、いろんな環境面も含めて、２４ページに「主な手段と事業例」

に「警察とのネットワーク強化」というのがあります。こうしたところで治安的なも

のの記述が出されるといいという気がしますので、検討していただきたい。 

（委員） 

 細かな内容ですが、全体に関わることで私の感じを申し上げます。さっきから話題

になっている中心市街地活性化がありますね。それが、まず最初に思うのは、目標設

定とか苦戦している内容であるということ。 

 プラス中心市街地の捉え方が、市民の方によっていろいろ個人差がある中で、あえ

て設定して、このエリアで目標を達成するんだという意味合いがあるのかなという気

がします。 

 だから、これを目標に入れることが本当にいいのかどうかということの目的の検討

をまず、お願いしたい。 

 もし、それでも入れるのであれば、政策５の「産業・雇用」ではなくて、政策３の

「建設・整備」だと思います。前回を見ると、かなり商業マターの話だったので５に

入っていたと思いますけれども。これまでのご意見の中で、「中心市街地は商業では

なくて、住む場所の総体としてのレベルアップでしょう」みたいなご意見がいっぱい

出た結果、かなり入れていただいている指標も、まちを評価する指標に変わっていま

すよね。 

 しかも、担当窓口が、都市計画課ですので、政策３のほうが読んでいて違和感がな

い気がします。 

（委員） 

 目標指標の立て方です。先ほどの話でいきますと、現況と目標指標がある程度、リ

ンクした形が好ましいというお話でしたか。そのへんがはっきり捉えていなかったが、

違ったですか。今度、目標値を変更されたということで、目標値の立て方ですけど。 

（事務局） 

 目標値の立て方は、第５次までは将来目標があり、それぞれの手段というのが、こ

ういうことをやっていきますという、主な手段というのがありました。その主な手段

でも、代表的なもので指標を捉えていたが。今回、第６次については、それぞれの手

段に対してまとめ、それを捉える目標指標という考え方に変えております。 

（委員） 

 そうしますと、たとえば、７５ページの「農業の振興」の部分。農業の振興という

のは経済活動なので、行政はそんなに出る場所ではない。特に食料の供給は、国・県

の施策にも多くあります。 

 だから、市としての役割はそんなに大きくないですね。農協とか、民間の活力が動

かすのが、主な話です。 

 そういうところを聞きますと、７６ページの施策も、これは国・県のお手伝いとい

いますか、その制度に乗っている、本当に小さな施策になってしまいます。 

 たとえば、７５ページの新規就農者の件数が載せてあります。これで「担い手の育

成」というところで指標になっていますが。これは、新規就農者の数というのは、全
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然違うところで決まってくるんです。たとえば、貿易の自由化によって農産物価格が

下がるとか、それから、農協の施策によって変わるとか。この政策の努力とは、相当

違うところで決まってきます。それを指標として出して、どうのこうの言ってみても

あまり意味がない。 

 同じように、これは７６ページの①から④までありますが、たとえば、「④とよか

わ農業市参加人数」、この来客がどれぐらい来たかというのを、この指標を出してみ

ても、農業の振興に対しての大きなインパクトというのはあまりないんじゃないか。 

 たとえば、１６ページの市民の意向調査については、農業の振興一本で問いをかけ

ています。私はこれで十分ではないかという気がします。そういうことからいくと、

この辺の指標については、「③主要農産物の販売額」というのがあります。せいぜい、

これぐらいかなという感じがします。 

 だから、この項目は農業について細かすぎると感じます。 

 蛇足ですが、主要農産物「大葉・トマト・バラ・イチゴ」５品目で農業の振興を言

われても、これは水稲もあれば、農協のグリーンセンターもある。結構、そういう活

力が地域の経済を支えていて、大きな意味での産業振興と思う。 

 だから、そういう指標を考えないと、あまりにも先ほどの項目の立て方として、行

政の施策を説明するようにやるんですけど、農業の特殊性から考えまして、その辺は

ちょっとほかの施策とは違う対応が必要と考えます。 

（事務局） 

 なかなか難しいところと思います。実は、市がどのような形で農業に接していくか

も必要になるということです。これは、それぞれの所管、担当課において、自分たち

がこういう事業をやる、これに対してはどのような指標がいいかということで、それ

ぞれ打ち立てたものです。 

 確かに、言われるように農業は難しいところがあるんですけれども、事業をやる中

で、目指して、それがどれだけ農業の振興につながっていくか。それが直接的なのか、

それとも間接的なのかかわかりませんが、そういうところのもので目標指標を立てて

おります。 

 ご意見として伺った中で、担当課にこういうご意見がありましたと伝えて、一度、

見ていただきます。 

（委員） 

 市民公募で、専門家の意見ではありませんので、よろしくお願いします。 

（会長） 

 委員、農業委員として、一言ありましたら。 

（委員） 

 貴重なご意見だと思います。市の農務課も、国の政策は当然ですが、市独自のいろ

んなことに取り組みをやっています。農業はなんといっても人間の胃袋に入るもので

すので、あまりないがしろにするのもいかがかとは思います。 

 それと、私は農業委員の立場ですので、転用の関係も合併以来、すごく多いです。

その辺の絡みもありますので、農業のこの辺りをもっと薄くしろというご意見には反

対です。 
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（委員） 

 私の感覚、この送られてきた資料の感覚を正直に述べますと、この重要度のところ

で新規とあるものは、行政の方が新しく何かができるものだから、その担当課で新規

といって市民に問いかけたかなと、私はこの表を見ました。 

 細かい一つひとつのものは、次回の審議会でと会長が先ほどおっしゃられましたの

で、細かいことはまた次回にと思っているんですが、実は、この施策の１からずっと

見ていくなかで、この見方です。「関係する計画」というものが、今度の第６次にな

った時に、新たに計画が発生するものなのか。今、あるものだけをやっていきましょ

うというものなのか、その辺の見方。 

 何か新規の事業を入れて、新しい、たとえば計画の名前までは入らないかもしれな

いけれども、「新しく第６次だからこうしてやっていきましょう」ということが、ど

こかにうたわれるのかどうか。今見ると、今あるものだけを関係する計画というので

載せてあって、部署によっては、全然載ってないところもあります。今、関係する計

画がない、そこはどのように見ていったらいいのかというのが質問。 

 新規と書いてある設問、１６ページのところは何かあるのですか。その２点を聞き

たいと思います。 

（事務局） 

 まず、１点目。それぞれの分野別の計画の一番下にある、「関係する計画等」とい

うところです。これは今、現在ある計画です。その中で、主な手段は、まだ、第５次

の継続のままの事業が載っております。これは新規となるものを、今後、入れた中で

いくのが、第６回にはお示しさせていただくというものです。 

 ただ、それが関係する計画が、新たにつくるものを仮称という形で載せるかどうか

は、なかなか難しいところがあります。それは今後、行政がやっていく中で、新たな

計画ができる時には、ここには本として出てきてしまいますので載らないのですが、

その表示というのは、今後も改訂する時にも、新たなものが載っていきます。たとえ

ば、ほかのところで表示するのも可能になるものですから、それは、その時に対応し

たいと思います。 

 それから、もう一点、１５、１６ページの新規というものです。こちらは、施策の

骨組みをつくる中で、新たにつくったもの、もしくは中の施策を動かすことによって、

たとえば、一つの施策を２つに分けたり、全く新規にしたもの。 

 たとえば、健康・福祉でいきますと、前は「ひとり親家庭」となっていました。そ

れを、あくまでも親への支援ということで「子育て支援の推進」というように持って

いっております。そこで、新たになったのが生活自立支援ということで、「経済的生

活困窮者への対応」ということで、ここは新規としております。 

 １６ページでも、教育の「②青少年健全育成の推進」というのは、新たに項目立て

をしたものでございます。それから、生涯学習については、これは実は、前回は、文

化と生涯学習が一本のものなっておりました。それを今回、２つに分けております。 

 文化・芸術については、以前も聞いておったのですけれども、生涯学習については、

新たに入れたということです。それから、人権の関係と多文化共生です。これも前は

産業のほうに、多文化共生は国際交流という形で入れていたが、言葉が変わった中で、
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新たに新規として項目立てをしたものですから、入れております。 

 あと６番のファシリティーの関係です。公共施設の適正化。それから、東三河広域

連合の活用ということで、ここについても新たに入れたものでございます。 

（委員） 

 私がいろいろ活動している中で、ほとんど生活困窮者の支援の相談業務等々はもう

始まっていますね。だから、もうやり始めているようなものが、チョコチョコ載って

いるのが新規なのだなと思えてならない。 

 「第６次に向けて何かをやっていくんだ」ということを決めるのが、この総合計画

審議会だと思うんです。もうでき始めているようなものを、これはあるからここに載

せておけって、それでは、やはりあまり私たちも、この審議会に一生懸命参加してい

ます。意味がないなあという感覚をすごく持ったので、もう少し工夫したほうがいい

なと。 

 １５、１６ページは見やすいですけど、とても幻滅なのです。たとえば、多文化共

生なんて、今、力を入れ始めているところ。生涯学習の推進も今、力をもう入れてい

ますよね。もう始まってできているようなことをチョロチョロ書いているような気が

してならなくて。将来目標に向かって、では１０年後、どういうふうにやっていきま

しょうという会議では、もう少し議論を、目標に向かってみんなで頑張ろうという。 

 たとえばですけど、「協働」という文言はどこかに消えちゃっていますよね。なの

で、何か違った形のものを打ち出したほうがいいのではないかと私は思って、細々の

ところに何か工夫を盛り込んだらよろしいのではないかと思っています。 

（委員） 

 全体的に言えるんですけど、将来目標は素晴らしい。だけど、将来目標を実現する、

主な手段と目標指標が、今やっていることが多いと実感しています。 

 たとえば、４６ページの健康・福祉の高齢者の福祉の推進のところの将来目標は「高

齢者が自立し、生きがいのある生活を送っているまち」なんですね。 

 ４８ページの「障害者福祉の推進」のところの将来目標のところは、「障害がある

市民が地域や家庭で自立し、充実した生活を営んでいるまち」なんて、素晴らしいと

思いますよ。 

 農業のほうも、７６ページですけど。「魅力とやりがいのある農業」をうたってい

ます。素晴らしいと思うんですが、それぞれ、今やっていることばかりを書いている

だけ。 

 たとえば、定年退職後の高齢者の皆さんの生きがいを持つために、たとえば、今、

農業をやっている方が経営して会社をつくって高齢者を雇用したり、障害者雇用をし

たり。そうやって、生きがいのある生活を高齢者の方にも、障害者の方にも過ごして

いただくとか、そういう仕組みを市がなんとかつくっていくとか。 

 そういうのがあれば、緑も人も輝いてくるかなと思うんですけど、今、やっている

ことだけ書くのはやめていただきたい。 

 これから、高齢者問題と障害者の問題とか、農業の問題とか、それぞれの問題がい

っぱいある中で、どうやったら、そういうものを組み合わせて、人とか緑を輝かせる

んですかという観点で、新しいことに取り組んでいただきたいと思います。 
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（副会長） 

 スケジュールに戻りますが、パブリックコメントが市長へ答申した後で１ヶ月受け

付けて、１１月に、その意見を報告で、審議会には資料送付とあるんですが、パブリ

ックコメントそのものを、この構想に意見がありましたと添付するだけなのか。それ

は私たちに送られても、ちゃんとそれをまたもう一度、ここに反映して、修正する過

程というのは、ただ意見を聞きましただけだと、意味がないので、どういう過程を想

定されているかをお伺いしたい。 

（事務局） 

 基本的に、パブリックコメントにつきましては、出してきた意見に対して全て回答

をいたします。どういう対応をするかということで、たとえば、内容について、「こ

こはおかしい」とか、「変更したらいいのではないか」、その変更した内容にもよりま

す。意見については理由も書いていただきますので。それに対して、どういう対応を

したかということをもって、今の予定の中では、たとえば大きな変更がなければ、皆

さんにお伝えするだけです。 

 これが、もしかなり内容として大きなものであるのであれば、これはまた事務局で

判断させていただきますけれども、皆さんにお集まりいただきながら、ご議論をいた

だかないといかん点も出てくるかもしれません。 

 ただ、今の中では、とりあえず答申をいただくまでの予定として入れさせていただ

いておりますので、そこは状況を見ながら判断していきたいと思っております。 

（副会長） 

 全国的にパブリックコメントで、やはり非常にいいアイデアが市民から挙がってく

る場合は、どんどん行政がそれを取り入れている方向だと思いますので、ここにも本

当に専門の方々がいらっしゃいますけど、そういう態度でぜひ、お願いしたいと思い

ます。 

（委員） 

 私も先ほどから、実は自立した高齢者のところで４５ページなどを見ますと、その

割合が減少している傾向であって、「生涯学習でなんらかの活動をしている人が多い」

と書いてありながら、１５ページではただ単に「生涯学習」、「高齢者福祉」とこれだ

けで片付けてあるので、ここのところにいったい、何が４５ページと１５ページに結

び付けているのかと、先ほどからページをめくっておりました。 

 「そうか」、そういっていえば、教育文化の中の３の中に、新規ですけど「この中

に盛り込まれているのかな」という感じもしました。ちょっとこの辺はわかりにくい

なと思います。 

 たとえば、自立高齢者を推奨するならば、やはり高齢者福祉の中にも、この旨、入

れておくべきではないのでしょうか。ただ単に、「高齢者福祉」とだけで片付けてし

まっているような気がします。 

（事務局） 

 これは、全体の施策の中で、「高齢者福祉の推進」ということで、高齢者の中でも

自立している高齢者、それから、それ以外にも、逆になんらかの支援を受けている高

齢者の方もおみえになります。その人、すべての方に対しての施策を当然やっていか
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なければならないと思っています。 

 政策の全体として、施策の全体として、「高齢者福祉の推進」ということで総括し

て書いております。 

 もう１点、１５ページでもそうですが、高齢者福祉の推進ということで、総括して

政策の部分、施策の部分を、個々の形でいけば、たくさんの質問になってしまうとこ

ろがあります。先ほど言いましたように、それぞれの分野を総括して、この辺はどう

だということを聞いているのが市民意識調査です。 

 市民意識調査の中にも、こうやって満足度・重要度を聞いていく部分と、個々の政

策について聞いている分野もございます。市民意識調査については、単純に高齢者福

祉で、今の施策の人たちが「満足ですか」とか、「どうですか」と聞いているだけで

はなくて、個々のものも見ております。そういうところで、それぞれの市民の方の意

見をお聞きするような調査にしております。 

 ここはあくまでも、満足度と重要度を捉える部分として記載をさせていただいてい

ます。 

（会長） 

 そろそろ時間になっておりますので、最後にどなたか、よろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。以上で、本日の議題につきまして、一部、計

画外の基本計画のところまで踏み込んだ話もできまして、大変、活発に意見をいただ

きました。 

 市のほうは、これを踏まえて検討してください。 

 

 

【議題３】その他 

 ※次回会議の予告など 

 

（会長） 

 それでは、以上を持ちまして、第３回の総合計画審議会を終了させていただきます。

ありがとうございました。 

以上 


