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平成 29 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。 

開催日時 ： 平成 29 年 8 月 21 日 (月) 午前 10 時 00 分～正午 

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）個人ワーク：10 年後の自分、10 年後の豊橋を考えよう！ 

（２）グループワーク：「夢を叶えるまち豊橋」をつくろう！ 

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
Ａ

東部中学校 中田 璃音 

グ
ル
ー
プ
Ｃ

青陵中学校 小柳 太力 

豊城中学校 牧野 敬次 東陵中学校 福井 ひより 

南稜中学校 松本 翔太 吉田方中学校 齋藤 士瑛 

前芝中学校 北河 紗衣 南部中学校 石田 洋輝 

五並中学校 林 碧衣 高師台中学校 望月 珠希 

桜丘中学校 八木 栞 章南中学校 藤沢 琉菜 

グ
ル
ー
プ
Ｂ

豊岡中学校 柴田 龍太朗 

グ
ル
ー
プ
Ｄ

東陽中学校 菅沼 光梨 

羽田中学校 松井 愛人 中部中学校 大塚 栞 

牟呂中学校 金田 紗也加 南陽中学校 小林 志帆 

本郷中学校 福井 雄喜 石巻中学校 小川 大輝 

北部中学校 原田 夏来 二川中学校 後藤 謙介 

高豊中学校 丸田 佳奈 
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（１）個人ワーク：10 年後の自分、10 年後の豊橋を考えよう！ 

≪10 年後の自分≫ どんなことをしていると思いますか？

仕事 プライベート

ｸﾞﾙｰﾌﾟＡ

水泳インストラクター バタフライの種目で大会に出ていたい

獣医 サイクリング・旅行（世界一周）

美術館や博物館の学芸員
城や歴史的な遺跡などをめぐる、弓道

や茶道を続けたい

干潟の研究 絵をいっぱい描きたい

人と関われる仕事 いろんなところに旅行に行きたい

ミュージカルに出ている？ ディズニーにいっぱい行きたい

ｸﾞﾙｰﾌﾟＢ

医大とか大学院生で、日々勉強にいそ

しんでほしいなー

切り紙やゲームをし、ジュースを飲み、

テレビを見たりスマホいじったりした

い、ついでに勉強

プロバスケット選手
バスケ、ゲーム、バンドを組んでライ

ブ

テレビ局のスタッフか芸能事務所で働

きたい、豊橋に芸能人を呼ぶ！

友だちと買い物したり、遊んだり、ラ

イブに自由に行ったりしてる！

みんなを楽しませるミュージシャンに

なって、ライブで盛り上げる

イリュージョンマジックショーを開催

する、全国の CoCo 壱番屋を訪れて食

べる

機械や世界の文化について勉強してい

る

本を読みながらゆったりと生活してい

る

生物化学か考古学か日本画をやってい

る、漫画描いて連載している
外人と文化交流

ｸﾞﾙｰﾌﾟＣ

消防署で火事があったときにすぐに火

を消せるようにする、人々の命を守る

植物や生き物を育てるのが落ち着いて

楽しいからプライベートでやると思う

「リハビリが楽しい」と思ってもらえ

るような理学療法士になって、たくさ

んの人と関わっている

バレーボールを続けている、今の友達

と仲良くしている

どこか会社に勤めている 自宅でゲーム三昧

水泳のコーチング 水泳の練習の日々

小学校で勉強を教える、子供と一緒に

遊んであげる
庭に畑を作って商売をする

英語を使った仕事（通訳）、勉強
友達と遊ぶ、おいしいものを食べる、

いろんなところを訪れる、家族と旅行

ｸﾞﾙｰﾌﾟＤ テレビの美術スタッフ －
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法律家になるための勉強 －

医学を学んでいる －

体育の先生 陸上、サッカー

大学生 野球部に入る

≪10 年後の豊橋≫ どんなまちになっていてほしいですか？

ｸﾞﾙｰﾌﾟＡ

清潔で安全な町（明るい） ←住み続けることができないから

今はスポーツ施設があるが数少ない競技の施設しかないので、もっと幅広い競

技の施設がある町

文化や歴史的な物を守り伝えていく町

文化、教養が身につきそうな施設を増やしてほしい

研究施設を増やしてほしい

人が気楽に集まれる場が近くにあるといい

音楽やミュージカルがいっぱいある街になってほしい

ｸﾞﾙｰﾌﾟＢ

いい大学を造ってほしい

豊橋にとまるひかりを増やしてほしい

いろんな場所に大きな体育館をつくってほしい。

外でバスケができるように外にもバスケットコートをつくってほしい

豊橋に若い人でもどんな人でも楽しめる施設が欲しい！今はまだ少ない気がす

るし、新幹線も停まるので、人が集まると思う！例えばプラットのような会場

でもっと広いところがあってほしい！

東京や大阪などは、大きなライブ会場などがあって、ミュージシャンはそこで

盛り上げている。だから、豊橋にも、大きなライブ会場みたいな施設をつくっ

てほしいです。そうすると、そこに有名人がよく来て、豊橋が「楽しい町」と

いうイメージを持つことができると思います。

いろいろなことに興味を持てる環境があるまち

レベルが高めで、公立の大学が豊橋市内にほしい

大学ほしいです！（美大とか化学の大学が少ないです）

精文館を地方にも！

もっと文化交流を！

公園がもっとほしいです

ｸﾞﾙｰﾌﾟＣ

今の豊橋は緑豊かな町なので、10 年後も豊橋が緑豊かな町になってほしい

市電乗り場まで行きやすくなってほしい

仕事であふれているまち

施設の運営、サービスにより力があり、市民が主体となって物事を進められる

まち

自分たちが主体となって盛り上げていけるまち
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米だけの農業ではなく新たな野菜を作り出して有名にしたい

東京みたいにビルをたくさん作れ、とかじゃなくて、東京みたいに、かわいい、

かっこいいがたくさんあふれるような街になってほしい

豊橋には、いいところ、歴史的なところがたくさんあるから、それをもっと若

者に知ってもらえればいいと思う（身近な存在になってほしい）

ｸﾞﾙｰﾌﾟＤ

他の県の人や市の人が来ても、いい町だなと思ってもらえるような所

今よりももっと活発で小さい子やお年寄りでも安心して住める安全な町

勉強がしやすく学生をサポートしてくれるようなまち

個人の病院をくっつけて、大きな総合病院にしてほしい

スポーツがしやすい環境

交通事故を少なく

安全・安心のまち

その会社が豊橋に進出していたり、その仕事を豊橋が必要としている

（２）グループワーク：「夢を叶えるまち豊橋」をつくろう！ 

● … 今の豊橋に足りないもの   〇 … 今よりもっとよくするもの

分野 意見概要

ｸﾞﾙｰﾌﾟＡ

「僕たち私

たちの夢を

叶えるため

に必要なこ

と」

交通の便

●交通の便をもっと広げていく

●交通の便が少し不便な部分がある

●交通機関が全くない

●バスが高くて気軽に使うことができない

○バスなどの公共交通機関を市内全域に広げてほしい

○バスなどをつかえると楽になると思うし、事故も減ると

思う

○市電をもっと市民病院ぐらいまで延ばしてほしい

環境

●ゴミが少し多い

●ごみを捨てている人そのままにしている人が多い

●街に生えている草や木が歩道にとびだしていて危険

○530 を推進してほしい

○530 運動をもっと活発にしていく

交通事故をな

くす

●交通事故への意識を高めていく

●交通ルールを守る人が少ない

○交通事故の対策をもっと考えていく

○交通安全への呼びかけを強くする
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あいさつ

●あいさつをしているのをあまりみかけない

○自分からあいさつができるようにする（積極的に）

○自分から進んであいさつをする

○学校を通じて「あいさつ運動」などをしていく

スポーツ施設

●限られた競技の施設しかない

●住んでいる人数が少ない地域でも、いろんな人が集まっ

て遊んだり話をしたりする場所がない

○スポーツ施設を豊橋全体に広げていってほしい

○いろんな場所がもっとできるといい、スポーツなどがで

きる場所ができるといい

プロモーショ

ン

●観光の目玉となる施設が少ない気がする

○アマチュアオーケストラの発祥の地らしいから、音楽な

どをもっと身近に感じられる施設を増やす

○豊橋にはまだ知られていない魅力があると思うので、そ

こを PR すべき

文化・歴史

●美術館や博物館が少ない

○伝統文化を若者に伝えていく

○あまり知られていない豊橋の詳しい歴史や文化などに目

を向けてもらう

地域の発展

●町によってお店がたくさんあるところもあれば、コンビ

ニぐらいしかないところもある

○お店を町の格差ないように増やしてほしい

芸術・文化

●ミュージカルに出たりその事を学ぶ機会があまりな

 い

○ミュージカルに触れる機会をたくさんほしい

研究機関
●研究施設が少ない

○自然史博物館のような施設を増やしてほしい
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ｸﾞﾙｰﾌﾟＢ

「 佐 原 市

長！一緒に

お願いしま

す！」

施設

●大きな図書館が少ない

●大きい図書館が一個ぐらいしかない

●図書館蔵書少ない

●図書館に行くまでの交通が不便

●大きなスーパーやショッピングモールが少ない

●大きいショッピングモールがほしい

●病院が遠い＆少ない

●新しい施設が少ない

●美術館などの施設が少ない

●遊べる場所が少ない

●キャパの広いコンサートホールが駅の近くにほしい！

○公園がいっぱい

交通

●バスが少ない！30 分に 1 回しか来ない！

●新幹線が 2 時間に１本くらい

●駐車場の料金が高すぎ！

○新幹線がよく停まるので、案内などをもっと分かりやす

く！

○新幹線が停まる

○新幹線が停まるのでいろんなところへ行きやすい

○新幹線・JR が来る

○市電がある

○市電があるから交通が便利

○市電がシンボル

○交通機関がととのっていて移動しやすい

外国人

●外国人との交流が少ない

●特定の国としか交流してない！

●外国に豊橋の魅力をアピール！

●外国人向けの店が少ない

●有名人を呼んだ方がいい。今よりもっと！

○よく市内で外国人をみる

○外国人が多い

○外人がたくさん来る

○文化交流よくやっている（例：ドイツ、ブラジル、中国）
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大学

●大学の種類が少ない！

●レベルが高い公立の学校が少ない

●いい大学がない！

●大学が３つしかない！少ない！

○塾が多い

○塾とかがいっぱいあって役立つ

芸能

●マジックを教えてくれる方、募集！

●映画のロケ地方にも来てほしい

●有名人が少ない！！（マツケンくらい…。）

○映画のロケよくある！

○最近映画やドラマのロケをしているのを見かける！

自然

○自然が残っている

○自然がいっぱい！！

○自然豊かだから、生き物が多い

○自然、川、山、海すばらしい！

○ちょうどいい温度で住みやすい

○風が吹いている

交通安全

●交通事故が多い

●交通事故が多すぎる！

●高齢者運転が危ない

●街灯が少なくて夜暗いところがある

文化

○伝統的な物が多い

○伝統のある祭りが良い！

○鬼まつりなどをもっと他県にアピールを！

○豊橋まつりなどイベントが多い

530 

○530 運動で町きれいきれい

○530 運動がさかんで道がキレイ

○東京に比べてゴミが少ない

食べ物

●豊橋の食べ物 CM で宣伝しよう！

○豊橋の食べ物カレーうどん、うずら、キャベツおいしい！

○野菜や魚がうまい

スポーツ

●体育館が少ない

●バスケットコートが少ない

●野外のバスケのゴールが非常に少ない

文房具
●漫画を描く文房具少ない！

●文房具店、本屋を増やしてほしい
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プール
●プールが屋上。寒い

○プールが学校の屋上にある

その他

●市の中心と中心から離れたところでの便利さに差がある

●マジック系の会場が少ない

●見ぬく力が豊橋民にはありすぎかも！（人柄）

●地域の交流が少ない

○自慢できるものがある（吉田城、市電など）

○農業、工業が発達している

ｸﾞﾙｰﾌﾟＣ

「豊橋の未

来」

観光施設

●観光施設を増やしてほしい

●観光の場所や遊べる場所がほしい

●町のシンボル的なものを作ってほしい

●下条にはコンビニが１つしかない

●豊橋を舞台としたアニメ

●ポケモンセンターを作ってほしい

○豊橋は花火が有名なので、花火を作る体験をやってほし

 い

○外の地方などへの豊橋のアピール

○映画館

○ゲームセンターをもっと多く作ってほしい

○豊橋まつりのパワーアップ（豊橋ならではの要素を取り

入れるなど）

○人が集まりやすそうな場所をもっと増やす

○家族、友達ともっと遊べるような施設を増やしてほしい

○豊橋の名物を増やす！！

○本屋をもっと多く作ってほしい

○「かわいい」とか「かっこいい」とかをもっと街に取り

入れてほしい

交通

●下条はあまり信号機がない

○信号機をもっと多く設置してほしい

○信号機が青だけでは危ないと思うから、目の不自由な人

でも今より安全に暮らせる環境になってほしい

○道路はあるけど、整備がされていない

○道が狭い

○看板などの塗装を新しく塗り直してほしい

○交通安全ボランティアを増やしてほしい

○交通安全への意識をもっと高めてほしい

○交通事故への対策へもっと力を入れてほしい
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交通手段

●移動手段を増やしてほしい

●地下道路を作ってほしい

●渥美線の魅力が伝わるようなイベントをしてほしい

●線路の中に立ち入れないようにしてほしい

○市電路線をもっと延ばしてほしい

○市電乗り場をもっと安全にしてほしい

○柿の里バスの本数をもっと増やしてほしい

福祉

●消防署が少ない

●福祉関係の大学を作ってほしい

○「いきいきフェスタ」などのように、男女、障害あるな

い関係なく参加できるようなものをもっと作りたい

○バリアフリーなどの様々な人への配慮

空地

●下条には、遊ぶ場（公園）が少ない

●下条には空地が多いから何かに利用してほしい

○楽しい職場がもっとあるといい

交流

●学校同士の交流を部活以外でやってほしい

●自然などを使った交流会をしてほしい

●国際交流がもっと身近にできるようにしてもらいたい

環境

●ゴミ捨て場周辺の環境整備

●ゴミのポイ捨てに対する呼びかけ

○530 運動の活発化

教育

●豊橋の歴史を学べる機会

○学校活動の充実（部活の活用費の考案など）

○歴史的なものの魅力をもっといろんな人に知ってほしい

ｸﾞﾙｰﾌﾟＤ

「10 年後の

理 想 、 豊

橋！」

交通・安全

○交通事故を少なく

○交通事故を減らすために学生や免許を取る前から車につ

いての指導

○自動車などに対する意識を高める

○交通安全に対しての対策を何かとしてほしい

○交通安全・事故減少

○交通事故が減るように、市民みんなが安全を意識できる

ような機会があったらいい

○交通安全の講習会を増やして意識を高める

○通勤ラッシュの時間帯などの交通渋滞の解消

○車社会なので市電やバスの活性化、市電沿いにもっと色

んなものがあれば移動するためだけでなくイベントのと

きでも使えると思う
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教育

○教えてくれる教師によって私達の成績に差が出てきてい

るから同じにしてほしい

○日本は他の国と比べて英語の教育が絶対に足りていない

と思うし、未来は英語が絶対必要な社会になると思うか

ら、もっと英会話の授業を増やしてほしい（学校に通っ

たら話せるくらい）

○学生が勉強をもっとしやすい環境にするために自習室な

どの充実や市全体での学力 UP の政策をしてほしい

○全国のテストなどで、愛知県は結果が悪いと聞くので、

豊橋だけでももっと授業数を増やしてほしい

○将来大人になったときにマナーがしっかりしていた方が

いいから、義務教育中に週 1 ぐらいでマナーの授業

スポーツ

○陸上競技場のタータンがボロボロなので張り替えてほし

 い

○運動がしやすい公園がほしい

○豊橋ハーフマラソンのように、豊橋全体でスポーツをす

る行事を増やしてほしい

子育て
○近場の小さい子供でも楽しく遊べる施設を増加させる

○気軽に子育てなどを相談できるところがほしい

住みやすさ

○地域で便利さに差があるから、どこの地域に行っても暮

らしやすいといいなと思う

○豊橋のあらゆるところにバリアフリーを増やしてほし

い！！

文化

○美術にふれる機会があるとうれしい

○美術館をもっと利用して美術関係のイベントを増やして

ほしい

その他

○中学生ぐらいになると公園で遊ぶことも少なくなるか

ら、みんなが気軽に遊べる場所がほしい

○活発になってほしい！！


