
　　　　　第７回豊川市総合計画審議会（Ｈ27.7.24）における意見等及び対応状況

基本計画
↓平成２７年７月１０日現在の資料２「基本計画（修正案）」の該当ページです。

番号 ﾍﾟｰｼﾞ 意見等 対応状況

1 14
（後日意見）

拠点と軸の連携イメージは、道路網を絵の中に入れる
と、分かりにくいので、鉄道網だけで示したらどうか。

　ここでは、拠点と軸のみを
強調したいとの考えから、現
案のとおりとさせていただき
ます。

2 20

２０ページの「第４章 まちづくりの基本方針と各施
策の関連性」について、基本方針１の定住・交流につい
て施策のマトリックスになっている。シティセールス、
市民協働、行政経営改革が、どのように関係しているの
かということが、最後のほうになるとわかりにくくなっ
ている。

たとえば、この表に付け加えることも考えてみたらど
うか。

　基本方針２から４までは、
様々な取組みを進めるうえで
の姿勢や手法、方向性である
一方、基本方針１の定住・交
流施策は、少子高齢化と人口
減少への直接的な取組みであ
り、重点的に進めていくべき
ものであることから、取り立
てて強調したいという考えに
より、現案のとおりとさせて
いただきます。

3 34
（後日意見）

感染症パンデミクス対策、インフルエンザ対策がな
い。

　ご意見を踏まえ、政策２
【安全・安心】の施策「①健
康づくりの推進」に、手段と
して「③感染症予防の推進」
を、事業例として「新型イン
フルエンザ等対策の推進」を
追記しました。

4 42
（後日意見）

「水のおいしさ」の基準を示さなければ、将来目標の
「安全でおいしい水」と異なる。

　安全でおいしい水を提供す
ることは重要なため、今後の
参考とさせていただきます。

5

43
～
46
49,50

（後日意見）
・「高齢者の健康のための運動推進」を入れることによ
り、不健康にならない高齢者を育成し、健康保険や介護
に頼らないまちづくりを展開。
・動けない身体を作らない環境づくり
・交通事故、コミュニティーバス、介護、市民病院、救
急車発動、スポーツなど様々な面で効果が出てくる。市
が積極的に、高齢者に身体を動かしてもらう環境を作
る。

　ご意見を踏まえ、施策「②
高齢者福祉の推進」の事業例
として、「高齢者大学、三世
代交流事業、各種スポーツ大
会実施への支援」を追記しま
した。

6 61,62

（後日意見）
・国県の予算にかかわることも、市として努力目標を入
れるべき。
・中央通りと飯田線のアンダー化のことも、具体的に目
標に入れる必要はないが、渋滞削減というテーマや救急
車の到着時間というテーマで取り組むことはできると思
う。
・東名高速道路、国道などとの接続の利便性ももっと入
れた方が良い。

　ご意見のとおり、国・県の
事業は本市のまちづくりに
とって重要なため、「国、県
が担う取組みとも積極的に連
携させることで、それぞれの
施策の効果を高め」ていくこ
とを、「第５章　行政分野別
計画」の冒頭の説明に加えま
した。

※　会議で回答済の意見等については記載していません。

第３章　まちの構造

政策１【安全・安心】
〔⑤環境保全と生活衛生の向上〕

第４章　まちづくりの基本方針と各施策の関連性

第５章　行政分野別計画

政策２【健康・福祉】

政策３【建設・整備】

〔⑧水道水の安定供給〕

〔施策①健康づくりの推進、施策②地域医療体制の充実、④高齢者福祉の推進〕

〔③道路交通網の充実〕

（Ｈ27.10.16まとめ）
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7 63,64

（後日意見）
・赤塚山公園の充実は新規で入れたが、周辺の公園「ふ
るさと公園」「平和記念公園(仮)」との連携を入れる。
・里山事業を山間部のエリアで展開することで、防災や
過疎化対策になるのではないか。
・アダプトプログラムの推進をもっと入れてもよい。た
だ、資材、花木、肥料など実費有償化にすること。

　ご意見は、今後の取組みの
参考とさせていただきます。

8 67,68

　学校教育は一番大切な分野だが、新しさに欠ける。
たとえば、ほかのところよりも「学校教育を受けるな

ら豊川市がいい」といえるような施策を打ち出してほし
い。高校も含めた豊川市内の学校教育のあり方を、県と
も調整し、「豊川市の学校教育はすごく頑張っている
ね」と言われるようにしてほしい。

雇用のミスマッチが起きている。自分がどういう大人
になるのか、どういう職業に就きたいのかという教育
を、中学生、高校生の時に十分に盛り込んだ学校教育に
してほしい。

　ご意見を踏まえ、「③教育
内容の充実」の中に、キャリ
ア教育、職場体験学習の推進
を追記しました。

9 67,68

選挙権に関することが、今まで学校の中ではあまり扱
われていなかったかと思う。自分が選挙権を持つことの
責任を、家庭などでも学んでいくことだとは思うが、学
校教育の中で何か入れていかないと、１８歳の時点で何
もわからないということになってしまう。

　小中学校においても、児童
会や生徒会の役員選挙を実施
しています。ご意見を踏ま
え、児童、生徒の選挙権に対
する理解を一層深めれらるよ
う取り組んでいきます。

10 67,68

第５次で入っていた「かかわりをもっていきたいと思
う市民の割合」というのが消されている。市民が学校の
ことを考えているかどうかは大変、重要なことで、家庭
も自らかかわっていく問題である。消してあるのが不思
議で仕方がない。

　ご意見を踏まえ、「学校と
のかかわりを持っていたいと
思っている市民の割合」につ
いて復活させるとともに、目
標指標に加えました。

11 67,68

学校運営協議会のマンネリ化を検証してほしい。学校
の日が以前から実施されている。小学校では地域の人、
ＰＴＡなどの学校見学もされているが、中学校は閑散と
している。やっているというだけで終わらせるのでは残
念である。世代に合った学校の日について、地域の人を
交えて計画したらどうか。それが学校運営協議会ではな
いか。豊川市は特色のある学校運営協議会なので、その
辺のところも、今後、１０年間で検討してほしい。

　学校運営について、地域住
民の幅広い協力を得ていく取
組みは重要と捉えています。
ご意見は今後の参考とさせて
いただきます。

12 67,68

トイレのドライ化は大賛成だが、ドライ化だけでは実
は駄目で、据置型のトイレでは、ドライにしたところと
トイレの隙間におしっこが溜まって臭くなる。少し値段
は高いが、壁付けタイプにしないと学校のような使用頻
度の高いところでは、すぐに使わなくなる可能性があ
る。

　学校の環境整備は重要であ
ることから、今後の参考とさ
せていただきます。

13 67,68

小・中学生が歴史を学ぶにあたって、ヒストリーや現
代史を学ぶことが少なくなっていると思うので、教育内
容の充実の中で、地域の歴史のことについて、地元の教
育に精通された方に、小・中学生に授業をしてもらい、
豊川市の歴史のブランド力を上げていくというように、
若い子への歴史教育が必要と思う。また、地元企業の社
長に職業の選択の一歩を、小・中学生に見てもらえるよ
うな内容で充実できるようであれば、定住化や来訪者を
増やす一助になると思う。

　小中学校において、地域の
ことを学ぶ機会は以前から設
けていますが、ご意見は今後
の取組みの参考とさせていた
だきます。

14 67,68

主な手段の中に「③読書教育の推進」とあるが、読み
書きそろばん、書き取り、算術計算、四則計算をもう少
し基礎学力で入れるということで、情操教育にもつな
がっていると伺っている。そういう時間を朝設けるとか
いうことで情操教育にもつながってくるので、入れたら
どうか。

　基礎学力の向上は重要であ
るため、今後の取組みの参考
とさせていただきます。

政策４【教育・文化】

〔④緑や憩いの空間の充実〕

〔①学校教育の推進〕
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15 67,68

学校教育のカスタマーは児童・生徒だが、保護者、祖
父母、家庭、地域の方たちも、子どもたちを育てるとい
う意味ではカスタマーと思う。ここに書いているのは、
当事者である子ども達が楽しいか否かということで、単
にそれを書いて、これだけを目的化すると、子ども達が
楽しければ学校はいいということになってしまい、目的
とずれてしまうのではないか。

道徳の問題にしても、規律の問題にしても、ある意味
制限してくるということもあるので、この目標値がこれ
でいいかどうかというのがあると思う。

　ご意見を踏まえ、「学校と
のかかわりを持っていたいと
思っている市民の割合」につ
いて復活させるとともに、目
標指標に加えました。

16 67,68

現況や目標指標で捉える児童・生徒の自己評価の数値
について、第５次では自己評価の５段階の３以上を捉え
ているが、第６次は４段階以上と厳し目になっている。
この辺のつながりをしっかりつけていただくように、今
回の現状分析をしていただいたほうがよりいい。

　ご意見を踏まえ、取組みを
進めていきます。

17 67,68

子育て支援と学校教育について、部課が分れているこ
とにより分断されているのではないかと感じる。部課を
超えたハイブリッドな形の、幅広く、縦横から見たよう
な施策が必要ではないか。

　ご意見を踏まえ、「第５章
行政分野別計画」の説明に、
「行政分野別計画の進捗にお
いて留意すること」として、
「政策、施策間の連携によ
り、多面的に取組みの効果を
高めていくこと」を追記しま
した。

18 67,68

「⑤学校・家庭・地域の連携強化」の「特色ある学校
づくりの推進」について、豊川市としての特色ある学
習、そうしたことがこの中に入らないかと思う。

「③教育内容の充実」について、学生ボランティアの
活用というのが消されている。これについては、有識
者、高齢者と多様な人材活用ということを入れ込んで、
豊川市としての特色ある教育をこれから追求してほし
い。

　ご意見を踏まえ、特色ある
学校づくりにおいては、学習
面の取組みについても充実さ
せていきます。また、学生ボ
ランティアの活用や多様な人
材活用については、学校サ
ポーターの推進の中で、取り
組んでいきます。

19 67,68

学力の問題について、貧困層の連鎖がある。貧困にも
焦点化したような学習支援や生活支援として、特に子ど
もの時に貧困の問題に取り組んでおけば、貧困対策とし
ては大きな意味を持つと思う。

　ご意見を踏まえ、引き続
き、児童・生徒の家庭環境へ
も配慮し、対応していきま
す。

20 69,70

ものづくり教室は、豊川市としてはだいぶ進捗し、非
常に良くなった。さらに拡大するには、教員や市職員の
ＯＢに出てほしい。

　ご意見を踏まえ、今後の取
組みの参考とさせていただき
ます。

21 69,70

児童館を青少年健全育成の推進に載せられないか。児
童館は所轄が違うというのはわかるが、青少年健全育成
に児童館は外せないのではないか。

せっかく児童館があるのに、小さな子ども達が遊ぶ場
所という捉え方である。１８歳ぐらいの子どもたちで
も、そこで成長した子たちがボランティアをするような
仕組みを取り入れたほうがいい。

　現時点において、青少年健
全育成の推進の中に児童館に
関する取組みは掲載していま
せんが、ご意見を踏まえ、今
後の取組みの参考とさせてい
ただきます。

22 69,70

児童クラブの問題について、全国の民営の児童クラブ
の協議会はプレハブで、暑い中でもすし詰め状態でやっ
ているなど、厳しい状況です。民営の場合は、父兄から
集めて自主的にしているが、建物に関して行政の補助が
ないと、なかなかやっていけない状態である。

児童クラブは、保護者の運動の中で形成されてきたも
ので、そういう機関もやってるが、豊川市の実態はどう
か。

　豊川市の児童クラブは、公
設が25箇所、保護者会運営が
6箇所です。

〔②青少年健全育成の推進〕
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23 69,70

学校教育の中でも地域連携と書いてあるため、この青
少年健全育成の中で学校教育課も入ってやるなど、もう
少しハイブリッドにしてほしい。学校教育の推進にはた
くさん施策があるが、青少年はこれしかない。もう少し
考えたほうがいいのではないか。

　具体的な取組みの再掲はし
ないこととしますが、「第５
章　行政分野別計画」に記載
するとおり、「政策、施策間
の連携により、多面的に取組
みの効果を高めていくこと」
に留意してまいります。

24 71,72 　図書館の保有冊数を教えて欲しい。

　本市の各図書館の蔵書数は
以下のとおりです。
　中央図書館　 453,547冊
　音羽図書館　　56,200冊
　御津図書館　　66,286冊
　一宮図書館　　27,531冊
　小坂井図書館　28,438冊
　合計　　　 　632,002冊

25 71,72

小学校での読み聞かせ活動などが始まって何年もたつ
が、その頃に読み聞かせをしてもらった方たちが、そろ
そろ親になり始めている。今、絵本を読み聞かせる人が
昔よりも増えているので、貸出冊数が増えているのでは
ないか。種類別や年齢別の貸出数がもしわかれば知りた
い。

　絵本を含む児童書の貸出冊
数は、平成１７年度に
268,720冊であったものが、
平成26年度には、304,276
冊となっています。
　年齢別の貸出数はデータと
してありません。

26 71,72

何となく生涯学習課が担当するものを集めたという感
じになっている。もう少し横の連携でハイブリッド化が
できないかということを検討してほしい。

　具体的な取組みの再掲はし
ないこととしますが、「第５
章　行政分野別計画」に記載
するとおり、「政策、施策間
の連携により、多面的に取組
みの効果を高めていくこと」
に留意してまいります。

27 71,72

図書館について、ここに出ている内容は、既存のもの
を増やしていこうとか、「借りていく冊数を増やしてい
こう」とかいうような形で、工夫が足りない。新しいも
のを入れていかないと、たぶん増えていかない。新たな
てこ入れなどを入れてほしい。

　ご意見を踏まえ、今後の取
組みにおいて、新たなものも
検討していきます。

28 71,72

（後日意見）
とよかわオープンカレッジについて
・講師について、人材育成をお願いしたい。
・教えていただいたことをボランティアとして活用する
講座があっても良い。（生涯学習支援ボランティア制度
との縦・横の関係）
図書館資料の充実について
・冊数より良い本を。特に絵本を。

　ご意見は、今後の取組みの
参考とさせていただきます。

29 73,74

全国に誇れる陸上競技場をつくったならば、少なくと
も全国大会を誘致するような活動、まちを挙げての仕掛
けづくりをしないと、「単に施設は立派になりました。
市民が使えない施設をつくりました、はい終わり」とい
う感じがする。生涯スポーツの振興というのなら、そう
いった御旗を掲げる必要があると思う。

　ご意見を踏まえ、実現手段
の「②競技スポーツの振興」
において、「各種大会等の誘
致」を事業例として追記しま
した。

〔③生涯学習の推進〕

〔④スポーツの振興〕
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30 73,74

環境的に東京圏から近い、素晴らしい陸上競技場であ
るので、大会を誘致することもさることながら、２０２
０年の東京オリンピックで、外国のキャンプ地を誘致す
るようなこともうたってほしい。

陸上競技場の照明設備が中途半端で、夜の練習が暗く
て危ない状態であり、改善してほしい。運動公園、
ウォーキングする環境も非常に薄暗い。もう少し明るく
して、安全な練習状況にしてほしい。（ＬＥＤ化など）

１８万都市に見合った体育施設の増強をしてほしい。
プロスポーツなどの大会を青少年に見せてあげられるよ
う真剣に取り入れてほしい。

観光ばかりではなくて、スポーツによって集客し、活
性化するということも力を入れてほしい。

野球場も中途半端である。新しく出来た球場もある
が、高校の硬式野球大会ができない状態である。１８万
都市になれば硬式高校野球の大会が開催できるような状
況に持っていくと、もっと豊川市のスポーツが盛んにな
るのではないか。この計画を見ると、非常に寂しいと思
うので、その辺のところをもう一度、考えてほしい。

　ご意見を踏まえ、実現手段
の「②競技スポーツの振興」
において、「各種大会等の誘
致」を事業例として追記しま
した。
　施設整備に関しては、財政
状況等も踏まえ、実施計画の
中で必要な整備を進めていき
ます。

31 73,74

１０年間の計画として、このスポーツの指針を見る
と、つまらない。

市内に何か一つ、仕掛けをつくる。たとえば、豊川市
の名所・旧跡を回る４２．１９５ｋｍ、工業団地を回る
４２．１９５kmなど、風光明媚なところもたくさんある
ので、それを一回りできるような４２．１９５kmという
コースを、たくさん市内に立て看板をつける。そうする
と、市民が１日どのぐらいの運動しますなどの標識が
立っていれば、１０km歩いたり、１０km走ったりとい
うのが、目に見える。その暁には、将来、スポーツ施設
を利用してもらうということにもつながる。今できる既
存の施設や団体に特化するわけではなくて、豊川市全体
がスポーツであふれるようなという、新しくて面白いも
のがほしい。

　スポーツ振興における様々
な仕掛けづくりは必要と捉え
ています。ご意見は、今後の
取組みの参考とさせていただ
きます。

32 75,76
豊川市文化芸術創造プランには、文化コーディネー

ターを設置する話もある。ここには入れなくていいか。

　ご意見を踏まえ、新たな実
現手段として、「文化芸術の
センター機能の充実」を加
え、その事業例として、人材
育成を追記しました。

33 75,76

現況の２つ目、「文化・芸術的な活動をしている人の
割合」が、平成２７年度に新たに調べるとして載せてあ
る。右ページの目標指標では取り上げられてない。目標
指標として今後やってくという流れがあれば理解がでる
が、このままでは、何を言いたいのかが理解できない。

「文化芸術活動をしている人の割合」を目標に入れれ
ば、それなりの流れができると思う。

　ご意見を踏まえ、現況の
「文化芸術的な活動をしてい
る人の割合」について、目標
指標に追記しました。

34 75,76

「⑥文化施設の適切な維持管理」について、「文化
ホールの再編」とある。改廃を考えていると理解される
が、どういう意味で載せているのか。ファシリティ・マ
ネジメントと関連してくるのか。

仮にそうだとすると、他では載ってきていないにに、
ここだけ載っているのはなぜか。

目標指標の人数を上げているが、増えていくような施
策がない。再編でホールが減って、人数が増えるのは矛
盾があると感じた。

　ご意見を踏まえ、「文化
ホールの再編」を、「文化
ホールの老朽化対策」に改め
ました。

⑤文化芸術の振興
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35 75,76

文化施設の再編について、合併をしたことによって文
化ホールが増えた。市町村合併そのものの目的は、いわ
ゆる箱もの行政を見直すということが、一つのきっかけ
だった。１０年経っても、未だに文化ホールの利用方
針、再編方針というのが出ていないので、利用方針の設
定を早くしてほしい。

　現在進めている公共施設の
適正配置の取組みとして、引
き続き検討していきます。

36 75,76

文化施設、スポーツもそうだが、お客さんを呼ぶ、大
会を呼ぶという相手は豊川市民だけではないということ
にそろそろ気が付かないといけない。外郭団体などに助
成をするなり、東三河全体での大会運営というふうに考
えないと、豊川市だけでやるのはなかなか難しい。早く
広域行政へ持っていくのが必要ではないかと思う。

　ご意見は、東三河広域連合
や東三河県庁と連携した取組
みの中で、参考とさせていた
だきます。

37 75,76

（後日意見）
・なぜ豊川市には美術館が無いのか。
・「童謡の聞こえるまち」はどこか。（聞こえる所をつ
くって欲しい。）

　本市においては、桜ヶ丘
ミュージアムが美術館の役割
を担っています。
　「童謡の聞こえるまち」に
つきましては、赤塚山公園で
童謡のＢＧＭを流していま
す。ご意見は、今後の参考と
させていただきます。

38
43
～
54

（後日意見）
・幼児、児童、生徒と子どもを年齢で分けて政策を行う
ことで、子どもとして当然教育や育児されるべきところ
の弱い部分が抜けてしまっていないか。子どもを地域の
財産として見守るならば、一貫した育児教育体制を市が
とらないと、犠牲は子どもに回る。
・例えば、育児支援をされる子どもはよいが、されない
子どもはどうするのか。小学校に入ると、学校内のこと
は教師任せでよいのか。学校外のことは教師は無関係で
よいのか。中学校になると、市の政策はほとんどなく、
基礎教育にもっと力をいれるべきではないか。図書館、
子どもものづくり教室、ボランティア、文化振興など小
学校中学校時代から取り組んでいないから、分からない
という子どもたちが多い。

　ご意見は、今後の取組みの
参考とさせていただき、政
策、施策間の連携により、多
面的に取組みの効果を高めて
いきます。

39 79,80

（後日意見）
・市の施策として末梢的な施策しかない。農産物のブラ
ンド化、JAとの連携や、土地の有効活用、後継者問題な
ど、政策面で取り組むべきことがまだある。

　ご意見は、今後の取組みの
参考とさせていただきます。

40 87,88

（後日意見）
・東三河一体で取り組まなければ、インバウンド対応は
難しい。ホテル、観光地、言語、標識、道路。

　ご意見は、東三河の広域的
な取組みの中で、参考とさせ
ていただきます。

41 89,90

（後日意見）
・若者が地域の企業に就職しやすくする支援環境を整え
る。小中学校時代の企業見学、インターンなどを盛んに
する。雇用あたりの地元企業の補助制度を作る。
・姉妹都市への研修派遣、インターン、就業など。

　若者の就業支援は重要と捉
えています。ご意見は、今後
の取組みの参考とさせていた
だきます。

政策５【産業・雇用】
〔①農業の振興〕

〔⑤観光の振興〕

〔⑥雇用の安定と勤労者支援の充実〕

〔全般〕
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42 93,94

施策①で、地域包括ケアは国、県、市も推進している
が、介護高齢課の仕事だと思いがちである。小児から高
齢者、あらゆる障害の方を含め、地域コミュニティを復
活させないとできない施策で、地域の見守り機能を高め
る必要がある。

地域コミュニティ活動などの中で、地域包括ケアとい
う言葉がないのは、全くおかしい。

高齢化、障害者福祉を含め、地域コミュニティをしっ
かり復活させることが地域包括ケアの推進になるという
施策を、ぜひ、打ってほしい。

　地域コミュニティ活動の推
進は、今後における地域包括
ケアを支えるうえで、大変、
重要と捉えています。
　具体的な取組みの再掲はし
ないこととしますが、「第５
章　行政分野別計画」に追記
したように、「政策、施策間
の連携により、多面的に取組
みの効果を高めていくこと」
に留意して取り組みます。

43 93,94

コミュニティ活動、市民活動の推進を図るならば、団
体数が伸びた減ったではなくて、「地域の地縁組織に関
わってよかった市民が増えた」などを捉えないと、町内
会が疲れ果てて役員さんたちが疲れていく。人の良い人
たちだけがやっていて、役員をやりたくない人は逃げて
終わり。それをずっとやっていると、お役を受けた人が
本当に大変な思いをするというのは良くない。

職員でリタイヤされた方は、ぜひ、地縁組織を良くな
るように前に出てほしい。１０年の間には、そういう形
になってほしい。

　ご意見のとおり、地域活動
に関わってよかったと思われ
るような状況が望まれますの
で、今後の取組みの参考とさ
せていただきます。

44 93,94

（後日意見）
・町内会加入率を上げることは大切。ただ、住民にモチ
ベーションアップをしてもらう施策が必要。すでに、生
涯学習や高齢者対策、健康対策、文化振興などテーマは
たくさんある。仕事をやってもらうためだけに町内会を
見ているから、発想が上から目線になっている。町内会
のことは町内会にもっと予算をつけ、環境改善すること
が必要。

　町内会活動が、地域住民に
とっても有意義であることを
踏まえ、ご意見は、今後の取
組みの参考とさせていただき
ます。

45 95,96

（後日意見）
・行政以外に取り組んでいる事例を知らない。民間も取
り組むべきであると思うが、出産、育児、介護などの壁
を取り払わなければ、この地域では難しい。

　市民活動団体も市と協働で
事業を行っていますが、企業
等における理解や取組みは重
要と捉えています。ご意見
は、今後の取組みの参考とさ
せていただきます。

46 99,100

外国人の子どもの支援について、学校を卒業した外国
人の子どもがなかなか就職できないという現実がある。
地域を挙げての就職支援というものを項目に挙げてほし
い。

　既存の若年者就職相談など
では国籍を問わず対応してい
ますが、外国人の子どもの支
援は大変重要と捉えていま
す。ご意見は今後の取組みの
参考とさせていただきます。

47 99,100

多文化共生社会に関する市民意識で、選択可能な回答
を足し算した数値でいいのか。ダブルカウントになって
いないか。

せっかく４つも意識調査の数値をとっているのなら、
それぞれを目標数値に入れて、高めていくような方向に
取り組まれるのもいいのではないか。

　ご意見を踏まえ、「前向き
な回答をした数の割合」を捉
えようという意図を伝えるた
めに、説明を改めました。

48 99,100

多文化共生について、外国人の問題だけではなくて、
色々なマイノリティの人たちが差別を受ける対象であ
る。「マイノリティサポート」という発想をここに入れ
て、市民意識とか認知度だけを聞くのではなくて、当事
者であるマイノリティの側の人たちにとっての「バリア
フリーが進んでいるか」とか、「差別や排除がなくなっ
ているか」とかいうことも指標に入れる必要はあるので
はないか。

　市民意識をきめ細かに捉え
ることは重要ですが、ご意見
のような指標データがないこ
とから、現案のとおりとさせ
ていただきます。

〔②男女共同参画の推進〕

政策６【地域・行政】

〔④多文化共生の推進〕

〔①コミュニティ活動・市民活動の推進〕
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49 101,102

情報公開という形の概念が欠けている。パブリックコ
メント制度が新しく入っていたり、さまざま市民参加型
の施策はあるが、議事録を作成し公開しているなど、そ
ういった情報公開に関してはいかがか。

　議事録の公開などは、「③
デジタル媒体による行政情報
の発信」の事業例「市ホーム
ページによる迅速な行政情報
の発信」に含むものと捉え、
現案のとおりとさせていただ
きます。

50 103,104

防災情報センター新設、コンベンション施設について
考えてほしい。

公共施設は、総面積を減らさないといけないと思う。
つくるものもあって減らすものもあってという中で、こ
れは削減費が書いていないので、そういった考え方で取
り組んでほしい。

　ご意見は、現在進めている
公共施設の適正配置と合わせ
て、参考とさせていただきま
す。

51 103,104

（後日意見）
・１市４町市町合併の結果確認のテーマであると思う。
したがって総延べ床面積も旧４町部分を明確にすべき。
また、人口一人あたりの床面積は適正であるか、確認す
る必要がある。また、６２％の施設が30年以上経ってい
るのなら、１市４町合併して人口が11万人から18万人
に6割増しになっているのならその６２％の施設を廃棄
しても、一人当たりは変わらないことになる。もちろ
ん、ロケーション、利便性、専門性などがあるので、極
論であるが、そのような合理的な考え方もある。

　合併の効果を明確にするこ
とは重要と捉えています。ご
意見は、今後の取組みの参考
とさせていただきます。

52 105,106

広域行政について、東三河広域連合は積極的な広域連
合だと思うが、その辺の見解は「広域連合の推進」と書
いてありながら出ていない。豊川市としてどういったと
ころを目指すのか、入れてたほうがいいのではないか。

　広域連合の方向性を明確に
することは重要です。ご意見
は、今後の取組みの参考とさ
せていただきます。

53 105,106

実質公債費率は、どんどん数値が下がっているが、市
の財政規模なら、４％とか３．何％などでいいのではな
いか。

将来目標は努力して下げるようになっているが、そう
でなくてもいいのではないか。

　今後の人口減少への対応と
して、更なる取組みが必要と
捉え、現案のとおりとさせて
いただきます。

54 105,106

「③職員の育成と適正な人員配置」について、市の職
員が色々な人とコミュニケーションを取れるような団体
に入っていくような取組みがあっても良いと思う。

　これまでも、他団体への職
員派遣を実施していますが、
ご意見は今後の参考とさせて
いただきます。

〔⑤開かれた市政の推進〕

〔⑥公共施設の適正配置と長寿命化の推進〕

〔⑦健全で持続可能な行財政運営と広域連携の推進〕
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