
平成 26年度 市長さんと語ろう会
開催日時 平成 26年 8月 26日 (火) 午後 3時 30 分～午後 5時 30 分 
開催場所 豊橋市議会第 3委員会室 

テーマ  「10 年後の豊橋」について 

参加者  豊橋市立北部中学校、前芝中学校、石巻中学校、二川中学校、五並

中学校、高豊中学校、章南中学校２年生生徒各校１名

市側参加者 市長、企画部長、広報広聴課長、教育政策課指導主事

中学生の意見

中学生の意見の概要 市長のコメント

浦野剛史（北部中学） 

理想とする１０年後の豊橋は、安心・安全なまちで

す。まずは、交通事故を減らさなくてはいけないと考

えました。交通安全対策を四つほど考えてみました。

一つ目は、お年寄りや小学生など全員に反射板付で腕

に巻くベルトを配布することです。このベルトによっ

て命が守られるという意味をしっかりと理解しても

らいたい。二つ目は増加しているハイブリットカーや

電気自動車の音の対策です。静かな車がふえると、当

然事故もふえると思います。その対策として普通車と

同じぐらい音の大きさの出る仕組みにすればよいと

思います。三つ目は運転手のマナーです。スピード違

反や危険な割り込みが多いことを聞きました。心にゆ

とりを持った安全な運転を呼びかけるために、ポスタ

ーや交通安全標語を募集したいと思います。四つ目

は、「とまれ」の道路標識です。歩行者や自転車の人

にとって標識の位置が高過ぎるので、もう少し低い位

置に歩行者が自転車専用の見やすい標識を置いたら

どうでしょうか。 

皆さんにお願いがあるんです。子供に

言われると親って辛いんです。いろいろ

なことを注意されると。その一つが、お

父さん、お母さんが車を運転して、横と

か後ろに乗せてもらっているときに、学

校で習ったことと違う運転をするとき

ってあるでしょう。50キロと書いてある

のに、お父さんの運転しているメーター

を見たら60キロなんてなっていたりし

て。そういうときは叱ってやって。親は

子供に言われると辛いんです。絶対子供

は怖いです。親から見れば。子供に言わ

れるのは一番辛い、ですよね。 

鈴木愛海（前芝中学） 

豊橋の10年後は私としては余り変わっていてほし

くないと思いました。自分の住む前芝の地域がとても

気に入っています。だから、変わり過ぎると悲しいで

す。豊橋は、年が変わるごとに交通事故が増えていま

す。少しでもなくなるように歩行者ももっと意識でき



るように、もっと呼びかけていきたいと思いました。

緑の自然がなくなって欲しくはないと思いました。

植物は光合成をして酸素を排出してくれます。地球温

暖化が叫ばれている今、とても必要ではないかと思い

ます。何より学校に登校中に道端で見かける花を見て

いると、自然をなくしてはだめだと強く思います。豊

橋でももっと自然を大切にしていけるといいと思い

ました。誰もが人に対して親切であって欲しいと思い

ます。そして、自分自身も、自分の住む豊橋では誰に

でも親切にできる人がもっと多くなっていって欲し

いです。そうするためには、これから先、大きくなっ

ていく私たち子供が頑張らないといけないと思いま

した。 

相津知晴（五並中） 

五並校区には電車やバスなどの公共交通機関もあ

りません。かろうじて表浜乗合タクシー「愛のりくん」

があるぐらいです。愛のりくんは決まった曜日に１日

に二、三本しか運行されないので、五並校区に住んで

いる高齢者の方たちは、生活に困ってしまうと思いま

す。再び毎日運行するバスを走らせるべきだと思いま

す。そして、二川駅や市の中心部につながればいいと

思います。 

バスを走らせることが難しいのならば、老人ホーム

を増やすべきだと思います。老人ホームがあれば生活

に困らないからです。 

どちらにしても、高齢者の方たちが安全に幸せな暮

らしができるようにして欲しいと思います。僕たちが

高齢者の方たちを支えられるように頑張っていきた

いです。 

東海地震が起こったときは豊橋市も大きな被害を

受けることが想定されています。もし10年後にまだ東

海地震が起こっていなかったとしたら、できるだけ被

害を少なくする対策をして、地震に強い豊橋市になっ

ていて欲しいです。表浜にいるときに東海地震が起こ

るかもしれません。そんなとき、情報を早く正確に伝

公共交通は、なくすのは簡単だけど、

始めるのはすごく難しい。バスがなくな

りそうなときに、なくならないように努

力するというのがすごく大事なことだ

ったと思います。 

どれだけ乗る人がいるかということ、

需要があって初めて成り立つというの

が、事業者である豊橋鉄道さんの発想で

す。それでも公共交通は足りないから、

公共と名のつく限りは何らかの支援を

して、公共交通がなくて困るようなとこ

ろをなくそうというのが、最近の風潮で

す。公共交通を長く続けるには、みんな

で乗る仕組みを作ることが必要。地域の

人がみんなで一緒にやるぞというう勇

気を持った行動を市役所も一緒にやら

ないと、長く続けることができない。 

いろいろな使い方があるから、みなさ

んも、例えば部活動の試合に行く時は、

乗って行くとか、そんなことで使ってく

れたら市役所もうれしいです。 



えることが大切になってきます。そんな仕組みをつく

って欲しいと思います。五並校区は高齢者の方も多い

ので、正確な情報が早く伝われば素早く避難ができ、

多くの命を守ることができます。また、表浜にはアカ

ウミガメが産卵に来たり、多くの植物が生息したりす

るなどすばらしい自然がたくさんあります。この自然

も守れたらいいと思います。そのために堤防などをつ

くって欲しいと思います。 

鈴木遣徒（章南中） 

僕は未来の豊橋を自然と共存していくことのでき

るまちにしたいと考えています。僕たちは汐川干潟に

本来あるべき自然を取り戻したいと思っています。 

章南中学校ではアサリを増やそうと考え、「アサリ

どだくさんじゃん大作戦」といってカキ殻を干潟の中

に埋めたり、いろいろな方法を考えて、まだ実験段階

ですが、もう干潟に行ってさまざまな活動をしていま

す。 

今、ユネスコスクールというのにも章南中学校が登

録されていて、環境活動にも力を入れています。でも、

章南中学校だけだとまだまだ力が足りないので、地域

の皆さんと協力したいと思います。今この話を聞くま

でに汐川干潟を知っていた人はこの中でいますか。 

まだ豊橋の中でこういう環境活動というのは全然

知られていないと思います。ほかの環境活動をしてい

るところも、まだ知られていないところがあると思い

ます。豊橋全体でこういう活動に理解してもらって、

協力してもらうことが大切だと思います。そこで広報

活動もしっかりとして、豊橋の人みんなで大切なもの

を守り、育て、本来の自然の姿に戻すことが大切だと

思います。このような方法で僕は未来の豊橋を自然と

共存していけるまちに発展させたいと思います。 

アカウミガメが卵を産める、育てられる

こと、卵をかえすことができる環境は絶

対何とか守らなければいけない。大人に

なって戻ってくるのは何百分の一、そん

な状態です。生存率が低いから、たくさ

ん卵をかえしてあげないと、それだけ守

れない。 

汐川干潟は、紹介があったように、今

年、いろいろな取り組み始めている。そ

の前までは大崎小学校でやっていたり

して、皆さんのそうした思いと活動があ

って初めて、昔の生態系にちゃんと戻し

ていこうということになる。 

皆さんの時代からいろいろなことを

知ってもらって、そして正しく理解して

もらって、いろいろな活動をしてもらい

たいと思っています。

宮本 朱（高豊中） 

私が願う10年後の豊橋の姿は、このまちに暮らす人

みんなにとって住みやすいまちになっていることで



す。環境にやさしいまち、そして経済に強いまちにな

っていてほしいと思います。路面電車は、豊橋では市

民の足として活躍しています。二酸化炭素を全く出さ

ない路面電車が私たち中学生でも手軽に乗車できる

運賃というのは大きな魅力だと思いますが、縮小する

という話も聞いたことがあります。逆にこのような路

面電車が走る区間を拡大していくこともよいのでは

ないでしょうか。そして、豊橋市は、ごみゼロ運動の

発祥の地でもあります。市を挙げて、取り組みを全国

へごみゼロ運動を発信していければいいのではない

かと考えます。 

また、自然環境を守ることも大切なことだと思いま

す。私の学校の校区には表浜海岸があります。この海

岸はアカウミガメの産卵地としても有名です。中学校

では、５月に海岸クリーン活動という行事があり、表

浜海岸の清掃を行います。10年後、それから先もアカ

ウミガメが産卵に訪れる海岸を守るためにも、自然を

愛する意識を豊橋市民一人一人が深めていく必要が

あると思います。 

そして、もう一つの願いは、経済に強いまちです。

三河港の貿易額は全国でもトップクラスだというこ

とを聞きました。その多くは、ほかのまちでつくられ

た自動車などの輸出だということも聞きました。何か

豊橋市が発信となり、海外へと輸出できるようなもの

をつくっていくことで、さらに発展できるのではない

でしょうか。また、豊橋市にも岡崎や浜松市にある大

型の商業施設があったらいいのにということです。実

現できれば、周りの地域からも多くの人が豊橋を訪

れ、今以上に活気あふれるまちになると思います。 

豊橋がより活気にあふれ魅力的なまちになるよう

に、私たち若い世代が豊橋について関心を持ち、学び、

そして行動していくことが必要不可欠なことだと思

います。 

豊橋はあえてショッピングモールを

置かないできた。ショッピングモールを

置かなかったので、豊橋の駅前に人が多

くいていろいろな店が外へ出ていかず

に町なかで頑張っている。個人でお店を

やりたいという人たちが頑張っている。

個人の店が頑張るためには、どちらがい

いかといったら非常に議論の分かれる

ところですが、豊橋はもうちょっと頑張

ってみようと思っています。 

今川絢太（石巻中）

僕の思う10年後の豊橋は大都市のように活気に満

ちあふれ、人でにぎわうまちにしていきたいです。そ



こで、僕はスポーツを活性化していきたいと考えてい

ます。 

昨年、中学軟式野球の全国大会が豊橋で行われまし

た。また、５年後には全国高校野球大会が100回記念

を迎えます。豊橋市からも選抜代表校として全国大会

に出場することが僕の夢です。しかし、豊橋には野球

人口の割に施設の整ったグラウンドが十分にありま

せん。豊橋に施設の整ったグラウンドが野球に限らず

増えることでスポーツ環境を変えることができると

思います。豊橋の中学校や高校が全国大会に出場し、

全国の方々に豊橋のことを知ってもらえれば、豊橋市

の知名度が上がり、豊橋市に人が集まると思います。

また、人が集まれば地域の活性化につながると思いま

す。 

豊橋が活性化し都市に成長することはとてもよい

ことだと思いますが、その反面、地域緑化が損なわれ

ることが心配です。豊橋に残る自然を僕はこれからも

残していきたいと考えています。地球温暖化の原因と

して二酸化炭素や大気汚染などが挙げられています。

少しでも減少できるように植物の力が必要だと思い

ます。また、地球を支えているのは人間だけではない

と思います。僕は地球の未来のことを考え、自然を大

切にしていくべきだと思います。 

10年後の豊橋、それは僕たちが変えていきます。そ

のためにスポーツの活性化で豊橋の知名度を上げ、人

口を増やすことで都市へと発展させていきます。ま

た、都市化だけでなく、自然がいっぱいの豊橋を守っ

ていきます。夢の実現に向けて、一歩でも多く前進し

近づけるように努力していきたいです。 

豊橋市に野球場は、たくさんあるんで

すよ。多分、豊橋ほど野球場がたくさん

ある町はないんです。それ以上に豊橋は

野球のチームが多いです。しかも野球場

でやりたいというチームが多いので、豊

橋で野球場が足りない。硬式野球ができ

る球場はすごく少ない。 

スポーツを振興することで豊橋に本

当に必要なのは、トップチームが出来る

こと。豊橋で頑張った子たちがここでも

う一回頑張れる。そういうトップチーム

ができれば、グランド整備とかいろんな

ものに膨らんでいくことができると思

います。 

春日星七（二川中） 

私が考える10年後の豊橋について、変わらない豊橋

と変わる豊橋という二つの観点で考えてみました。 

一つ目の変わらない豊橋とは、伝統を守っていくこ

とです。豊橋の手筒花火や鬼祭りには長い歴史がある

と授業で教わりました。また、二川地区には江戸時代

 観光でどこも連れて行くところがな

い。みんなが知らなかったということで

すが、例えば富士山、奈良・京都のよう

なものがあったり、広島・長崎みたいな

ものは、もうトランプでいえばスペード



の大名が宿泊に利用した本陣が残されており、普段何

気なく歩いている旧道も多くの人々がこの景観を守

るため努力してきたからこそ存在すると学び、今度は

私たちが受け継ぎ、次の世代に渡していかなければと

強く感じます。名産のちくわや筆、最近流行の豊橋カ

レーうどんはこれから先もずっと豊橋を代表する名

産として大切にしていきたいものです。数多くある豊

橋の伝統を市民一人一人が誇りを持って広め、愛して

いることで10年後もこのまちをよりよくしていきた

いです。 

二つ目は変わる豊橋です。先日、東京から来た親戚

に豊橋観光を勧めたところ、名所と私が思っていたと

ころはどこも知らないと言われてしまいました。悲し

いけれども、これが豊橋の現状だし、これから変えて

いかなければならない課題だと感じました。 

また、10年後といえば東京オリンピックが終わって

います。世界の関心が日本に向く中でぜひ豊橋にも立

ち寄って、この大好きなまちをもっと多くの人に知っ

てもらいたいのです。すぐにでも観光に力を入れてい

って、より知名度を上げていってほしいです。 

豊橋の魅力を売り込む回路が必要です。豊橋市民30

万人全員が豊橋をもっと知り、それぞれが口々に売り

込めば、相当な宣伝になるはずです。あるいは学校で

豊橋の歴史や市の取り組みを学ぶことで、幼いころか

ら豊橋に対して関心を持つことができると思います。

10年後の豊橋には豊橋に生まれてよかった、豊橋で

これからも暮らしていきたいと誰もが思う自慢の都

市になっていることを目指していきたいです。 

のエースですよね。そういうものという

のはそんなにどこのまちも持っている

わけではない。でもスペードのエースに

なるように育てたまちというのは、例え

ば高山の高山祭だったり、あの辺のいろ

いろな合掌造りの町だったり、いろいろ

育てる努力をして成功したところはい

っぱいある。そういう努力がすごく大事

だと思っています。もうひとつ忘れては

いけないのは、意外と豊橋の人は豊橋の

どこへ連れていったら東京や大阪の人

が喜ぶのか知ららないと思います。表浜

海岸、牛川の渡しとかいけばすごく喜ば

れる。僕らはそれを活かす努力をちょっ

としていないので、それはもうなんとか

しないといけない。 


