
平成 28 年度 『こども会議～市長さんと語ろう～』 

目 的 ： 次代を担う中学生に、市政について理解と興味を持ってもらうた

め、市長と豊橋について語り合い、これからの豊橋のまちをつく

るリーダーとして育ってもらうことを目的とする。 

      ※平成 28 年度は市制施行 110 周年記念事業として実施 

開催日時 ： 平成 28 年 8 月 29 日 (月) 午後 2時 30 分～午後 4時 30 分 

開催場所 ： こども未来館 研修室 

テ ー マ ： 「10 年後の豊橋を考えよう～住み続けたいまち豊橋～」 

参 加 者 ： 豊橋市内 23 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、ファシリテーター 

開催方法 ： 各中学校の代表 23 名を 4グループにわけ、テーマに基づきワーク

ショップ形式で意見交換 

（１）豊橋の好きなところ、足りないところ 

（２）豊橋の未来について考える 

グループごとに意見をまとめて発表、市長講評 

参加者一覧 

グ
ル
ー
プ
①

豊城中学校 吉村 侑璃 

グ
ル
ー
プ
③

東陽中学校 大山 汐梨 

東陵中学校 原田 一冴 中部中学校 川澤 剛也 

南稜中学校 相場 太智 青陵中学校 近藤 伸哉 

前芝中学校 武田 萌花 高師台中学校 大串 拓来 

五並中学校 鷺坂 聡孝 南陽中学校 三浦 友里江 

桜丘中学校 岡田 英美里 章南中学校 内田 望彩樹 

グ
ル
ー
プ
②

豊岡中学校 金田 典子 

グ
ル
ー
プ
④

東部中学校 村松 采弥 

羽田中学校 小野 伊織 吉田方中学校 小久保 直美 

牟呂中学校 竹内 唯起 南部中学校 太田 颯華 

本郷中学校 溝口 陽音 石巻中学校 中岡 晃太郎 

北部中学校 佐藤 孔星 二川中学校 山谷 拓巳 

高豊中学校 平山 克己    



（１）豊橋の好きなところ、足りないところ 

≪好きなところ≫ 

分野 意見概要

グループ①

Only1 530運動、ちくわ、カレーうどん、PLAT 

歴史・文化
市電が走っている、有名な行事・祭り・伝統文化が多

い

交通機関 移動が便利

自然 自然・田畑が多い

環境
治安がいい

地震の備えができている

グループ②

自然 山・海・川が多い

食べ物 野菜、カレーうどん、うずら、ちくわ

交通 市電がある、新幹線が停まる

施設 公園・施設がたくさんある

スポーツ バレー・野球のレベルが高い

人 ボランティアをする人が多い

文化 祭り・伝統文化が多い

その他 アカウミガメ、住みやすい

グループ③

自然 緑・畑がたくさんある、空が広い

特産物 野菜や果物が新鮮、カレーうどんがおいしい

施設 公共の施設・乗り物・公園が多い

行事 祭りや行事がたくさんある

人 人と人のつながりが強い、明るい

530 530運動が盛ん、ごみが少ないところが多い
交通 新幹線が停まる

その他 エネルギー効率がよい、歴史的建築物がある

グループ④

食べ物
豊橋カレーうどん、うずら、キャベツ、ブラックサン

ダー、ちくわ、しそ

建物 動物園、中央図書館、病院、公会堂

自然 自然が多い、豊川がある

人 みんなやさしい、外国人のために考えている

おまつり 手筒花火がきれい、祭りが賑やか

交通 アクセスが良い、市電・渥美線がある

歴史 文化財の数が多い、二川本陣

その他 車の輸出入、暮らしやすい、世界的な企業が多数



≪足りないところ≫ 

分野 意見概要

グループ①

地震 南海トラフの備えが足りない、地震に弱い建物がある

交通事故 交通事故が多い

魅力 訪れる場所がない、ショッピングモールが遠い

環境 ゴミが多い、自動車が多いので環境が心配

インフラ 狭い道があり危険、街灯が少ない

その他 高齢者が増えて少子化、サッカーが弱い

グループ②

ショッピング 大きなショッピングセンターがない、駅前商店街

交通安全 交通事故が多い、運転が荒い

交通 交通機関が少ない、自転車専用道路がほしい

つながり 他の学校とのつながり

いじめ いじめがある

その他 明かりが少ない、学校に冷水機がない

グループ③

施設 テーマパークなどの楽しい施設が少ない

交通事故 危ない自転車の乗り方をしている人が多い

学校 大学が少ない、２学期制（テストが少ない）

災害対策
自然災害対策がなっていない、ハザードマップなど大

事な情報が伝わっていない

ゴミ 川・駅周辺にゴミが多い

店 豊橋駅周辺にシャッターがおりている店が多い

治安 夜になると危険な所・治安が悪いところがある

イベント 全国に誇れる観光名所・イベントがもっとほしい

その他 スポーツチームが少ない、電車やバスの本数が少ない

グループ④

あそぶところ 遊ぶところが少ない、スポーツの活性化

イベント 楽しめるもの・こと、イベントをもっと作ってほしい

事故 事故をもっと減らしたい

宣伝 宣伝が上手くない、もっと自慢した方がいい

ふれあい
コミュニケーションできる場所をもっと作ってほし

い、地域・他校とのふれあいがほしい

土地
土地が余っていたり利用されていない所がある、企業

招致

その他
いじめ防止をもっと言ってほしい、書類をもっと英語

にしてほしい



（２）豊橋の未来を考える 

分野 意見概要

グループ①

「こんな豊

橋ならええ

じ ゃ な い

か！」

街づくり

芸能人がライブをできるような施設、高齢者・外国人

のための施設を作る、通年で「豊橋といえば○○！」

というのがあるといい

人づくり
少子高齢化を止める（若者、子育て）、農業の後継者

不足克服、若い人が文化を守っていってほしい

教育
勉強の強化（愛知県は 47位）、東三河や市内で自分の
順位がわかるテスト

自然・環境
田んぼや畑など自然を大切にしながら発展、ダムの水

が残っていてほしい

安全 交通事故を減らす

その他
地震に強い市にする、工業などをもっとさかんにす

る、消費税をもっと下げてほしい

グループ②

「Perfect 豊
橋」

ショッピング

モール
大きいショッピングモールがほしい

伝統
伝統文化を守り続けていきたい、もっと豊橋の文化が

有名になってほしい

スポーツ スポーツ、部活に力を入れる

事故 交通事故が減ってほしい

活気 水上ビル活性化、駅前が栄えて人が集まるようになる

交通
公共交通機関を増やしてほしい、農村地域にもバス停

などがほしい

530 5月 30日を休日に！530を強化！
道 道路が舗装、ガタガタの道の減少

食べ物 辛い物で熱い町のアピール、食べ物屋のレベルUP 

その他
いじめがないまち、つながりがあるまち、港産業がも

っと栄える

グループ③

「これから

の豊橋」

人
人と人が輪のようにつながるまち、若者が多く集まる

まち、暮らしたいまち

安全
交通事故が少ない安全なまち、シャッター通りをなく

す、防災運動を活発にする

スポーツ

スポーツチームをもっと作ってほしい、サッカーか野

球のホーム球場があるまち、豊橋でオリンピックを開

催する



自然
環境に優しいまち、ごみのポイ捨てが少ないきれいな

まち

助け合い どんな人にも優しいまち、助け合っていくまち

誇り
いろいろな人に豊橋の事について知ってほしい、もっ

と誇れるまち

伝統行事
伝統をこれからの代につなげていく、豊橋の行事を積

極的に行う活気のあるまち

自然と都市 都市開発と自然との共存を可能にしたまち

その他
災害に負けないまち、いろいろな人が楽しめる施設を

もっと作る、防犯で明るいまち

グループ④

「みんなで

創る町・豊

橋」

遊ぶところ

近くに遊ぶところがほしい、商店街が発達するために

大手企業を招く、大きいモール、大きな図書館がたく

さん！

防犯
事件・事故がない、防犯をもっと高める、セキュリテ

ィしっかりしたマンションがふえる

地域
地域とふれあい、中高生にも医療費軽減、人口増加し

て政令指定都市になる

暮らし

１人暮らしがしやすい新社会人にやさしいすむとこ

ろ、１ヶ月間試しで住める、学生のバイト体験とかし

ておこづかい以外のお金の入手

福利厚生 高齢者でも住みやすいまち、子育て支援

環境
ごみのないきれいなまち、自然もいっぱいあってほし

い

発展
もっと発展（特に仕事）してほしい、豊橋がすごく有

名でいてほしい

人
みんな仲が良い、もっと外国人にとっても豊かになっ

てほしい

交通 高速ＩＣができる、市電がもうちょっとのびて！


