
 
 

Ⅰ テレトピア計画推進の背景                 
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１．対象地域 

 
１．１ 対象地域の範囲と地域設定の理由 

 
（１）対象地域の範囲  

豊橋市・田原市広域テレトピア計画の対象地域は、豊橋田原渥美広域市町

村圏の中核都市である豊橋市、田原市全域です。  
 

図 対象地域の位置  
 

 
本地域は、豊橋市と田原市の２市で構成され、愛知県東三河地域の東南部

に位置し、西は豊川市、北は新城市、東は静岡県湖西市と接し、南は渥美町

と接しています。  
 

表 対象地域の面積と人口  

区 分  豊橋市  田原市  合 計  

面 積（ｋ㎡） 261.26 106.40 367.66 

人 口（人）  374,774 43,490 418,264 

世帯数（世帯） 136,511 13,373 149,884 

                   平成１５年１０月１日 現在  

豊橋市  

田原市  
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（２）地域設定の理由  
豊橋市は、平成８年３月に「豊橋テレトピア計画」を策定し、市民に密着

した情報化を推進してきましたが、高度情報化社会の進展により生活圏、情

報圏の範囲が拡大し、地域の情報ニーズも高度・多様化してきたため、行政

区域の枠を超えた住民サービスの提供が求められるようになってきました。

また、平成 11 年４月には中核市の指定を受け、東三河地域における一級河

川「豊川」を軸とした流域圏の中心都市として広域行政の展開に努めていま

す。  
一方、田原市は、旧田原町において平成 11 年３月に「地域情報化実施計画」

を策定し、地域情報化推進の具現化を図るとともに、平成 14 年６月に地域

情報化推進の拠点施設として「情報センター」を開館。平成 15 年８月には

隣接する赤羽根町と編入合併するとともに、市制が施行され田原市となり、

いっそうの情報化に努めています。  
今回の合併により発足した田原市の旧赤羽根町区域は、豊川の流域圏であ

り、また、豊橋渥美広域市町村圏として、自然や経済の一体的な連動の中で

豊橋市、旧田原町と古くから歴史的、文化的に深いつながりを持っています。 
さらに、通勤、通学、買物などの日常生活圏は一体化しており、消防業務、

地域医療や、衛生業務等を始め、お互いの能力・特性を活かした連携が行わ

れています。  
市町村をとりまく環境が大きく変化している中、さまざまな課題に対応し

住民生活の利便性を確保するためには、豊橋田原渥美広域市町村圏において

情報化による地域発展を積極的に取り組んでいくことが必要であると考え

られます。そこで、豊橋市、田原市の旧田原町地域と通勤圏、生活圏が一体

である田原市の旧赤羽根町地域にテレトピア指定地域を拡大することで、合

併後の同一市内での、また、一体化した通勤圏・生活圏内での地域格差是正

を図り、広域的な住民サービスの実現を目指します。  
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１．２ 広域的視点からの位置づけ  
 
（１）愛知県における両市の位置づけ  

愛知県は東京・大阪間のほぼ中心に位置し、流通、産業経済においては中部圏

の核として大きな役割を担っています。過去には鉄鋼、造船などの重厚長大産業

が発達していましたが、現在は自動車などを中心とする加工組立型産業に移行し、

製造品出荷額は 1970 年代後半から全国１位を続けています。その中で、両市は、

臨海部への産業集積による工業地帯の形成と三河港を拠点とした国際的な港湾流

通を推進し、県下有数の流通、工業の集積拠点となっています。さらに、国道１

号線、ＪＲ東海道新幹線等の交通幹線も豊橋市に整備されており、愛知県の東の

玄関口となっています。  
また、愛知県は農林水産業においても有数の生産をあげており、中でも両市の

属する「豊橋田原渥美広域市町村圏」は温暖な気候を持ち、優良な農畜産物の産

地として全国でも上位を占める農業生産高を誇っています。  
 
（２）豊橋田原渥美広域市町村圏における両市の位置づけ  

豊橋市は、本圏域における中心都市であり、農業・工業・商業のバランスのと

れた活力あるまちとして、先導的な役割を担っています。工業において全国最上

位の自動車輸出入港を持つ臨海部は、多くの外資系企業が立地し国際化の拠点と

して期待されており、一方農業では農業粗生産額が 30 年以上連続して全国一を続

けています。また、豊橋市は「５３０運動の発祥の地」としても知られ、さまざ

まな市民主体の取組みにより新しい時代に向けたまちづくりが進められています。 
田原市は、縄文時代の遺跡や古くから続く城下町として渡辺崋山や田原藩に関

する作品資料や旧跡が多く存在し、歴史の息吹を感じることができます。産業面

においては、全国でも有数の農畜産物の産地であるとともに、工業用地造成によ

り自動車関連企業などの工業化も進んでいます。都市の基盤整備をはじめ社会資

本の充実など、今後の発展が期待される若さにあふれる新しいまちへと変貌し、

本圏域におけるサブリーダーとしての役割を果たしています。  
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２．対象地域の抱える課題並びに将来の発展方向  
 
２．１ 対象地域の特性  
 
（１）地理的特性  

豊橋市は、名古屋から東南に約 70ｋｍの県の東南端に位置し、弓張山地を

境に静岡県に接しており、南は太平洋に臨み、西は三河湾に面しています。

交通網としては、東名高速道路、国道１号、23 号の幹線道路が東西に通じて

おり、公共交通網がＪＲ豊橋駅を中心として鉄道、路面電車、路線バスが放

射状に整備されています。また、海の玄関口として、三河港が国際的な物流

港として整備されています。  
田原市は、愛知県渥美半島の付根に位置し、東は豊橋市、南は太平洋、北

は風光明媚な三河湾と、南北が海に面しています。国道 42 号、259 号が渥美

半島を縦断しており、三河臨海工業地帯から三河湾への主要な幹線道路が整

備されています。また、公共交通網として豊橋鉄道が頻繁に利用されており、

ＪＲ豊橋駅で乗り換えることで快適に愛知県中心部や静岡県へアクセスす

ることができます。  
両市は、西は宝飯地区広域市町村圏、北は新城南北設楽広域市町村圏、東

は静岡県の西遠地区広域市町村圏、さらには南に海を隔てて三重県の伊勢志

摩地区広域市町村圏と接しており、太平洋ベルト地帯における交通の要衝と

して重要な役割を担っています。  
 

（２）歴史的特性  
豊橋市は、江戸時代には吉田と呼ばれ、東海道の要衝として諸代諸家の統

合する城下町として、また、東海道五十三次の宿場町として栄えました。明

治期に入り、明治 21 年の東海道線豊橋駅の開設などを契機に近代都市とし

ての第一歩を踏み出し、明治 39 年８月に県下２番目（全国で 62 番目）の市

として産声をあげました。  
田原市は、平安初期から窯業が盛んになり、室町以降は田原城を中心とし

た城下町として栄えました。明治 25 年 10 月、田原村を田原町と改め、大正

13 年６月には現在の豊橋鉄道渥美線の新豊橋～三河田原間が開通しました。

その後、昭和 30 年１月には神戸村、野田村、同年４月には杉山村の六連地

区が合併し田原町となり、平成 15 年８月には赤羽根町と合併、市制が施行

され田原市となりました。昭和 40 年代から東三河臨海工業地帯の造成が進
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められ、工業と農業のバランスがとれたまちとして、現在も発展を続けてい

ます。  
両市ともに、海岸や河川、湿原等の自然環境や名所、旧跡等の歴史的財産

を残しながら計画的に社会資本整備を図ることで、環境面や文化面と農業・

工業・商業の各産業面においてバランスのとれたまちとして発展しています。 
 
（３）社会的特性  

①人口  
豊橋市の人口は、平成 15 年 10 月１日現在 374,774 人で、人口の推移は、

昭和 45 年の 258,547 人から安定的に増加しています。年齢別の構成比で見

ると、０歳～14 歳までの年少者人口比率は徐々に減少し、対照的に 65 歳以

上の高齢者人口比率は増加し、平成 12 年には 15％を超えて少子・高齢化が

進んでいます。  
 

図 豊橋市人口推移  
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図 豊橋市人口の年齢別構成比の推移  
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                     資料：国勢調査報告  

 

（人）  
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田原市（平成 15 年８月までは田原町と赤羽根町。以下同じ）の人口は、

平成 15 年 10 月１日現在 43,490 人で、人口の推移は、昭和 45 年の 31,826

人から見ると約１万人増加しています。年齢別の構成比では、年少者人口比

率は昭和 45 年の 26.0％から年々減少しており、高齢者人口比率は増加して

います。高齢者比率は平成 12 年には 17.0％となり、平成７年のときよりも

少子・高齢化が進んでいます。 

 
図 田原市（旧田原町・旧赤羽根町）人口推移  
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図 田原市（旧田原町・旧赤羽根町）人口の年齢別構成比の推移  
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                     資料：国勢調査報告  

 
両市とも愛知県の人口構成比率と比較した場合、年少者人口比率は愛知県

の 15.4％に比べて若干高い数値を示していますが、昭和 45 年からの減少率

をみると少子化の速度は遅いことがわかります。また、高齢者人口比率は愛

知県の 14.5％に比べて高い数値を示していますが、昭和 45 年からの伸び率

でいえば高齢化の速度は愛知県全体に比べて遅いといえます。 

（人）  
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図 両市人口の年齢別構成比の推移  
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図 愛知県人口の年齢別構成比の推移  
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                     資料：国勢調査報告  

②産業  
ア）産業構造  

豊橋市の産業構造を産業別就業人口の割合で見てみると、第一次産業が

7.1％で全国平均を上回っており、第二次産業も 37.8％で全国平均及び愛

知県平均を上回っています。それに対し、第三次産業は 55.1％で全国平均

及び愛知県平均とも下回っています。 

田原市の産業構造を同様に見てみると、第一次産業が 30.8％で全国平均

を大きく上回っており、第二次産業も 41.2％で全国平均及び愛知県平均を

上回っています。それに対し、第三次産業は 46.6％で全国平均及び愛知県

平均を大きく下回っています。 

両市の特徴として、第一次産業が全国平均及び愛知県平均を大きく上回

っており、第二次産業も全国平均及び愛知県平均を上回っていることから、
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全国有数の産出額を誇る農業と自動車関連企業を中心とする工業が両市

の産業の中心であるといえます。  
 
図 豊橋市・田原市（旧田原町・旧赤羽根町）の産業別就業人口比率  
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                資料：平成 12 年国勢調査報告  

 
イ）農林水産業  

豊橋市の農業は、自然条件や地理的条件に恵まれ全国有数の優良農業地

帯を形成し、地域経済の振興に大きく貢献してきました。平成 13 年の農

業産出額は約 516 億円で、県の 15％を占めており、露地栽培、施設園芸、

畜産を中心として市町村別では全国一の農業粗生産額をあげています。主

要農産物は、野菜、鶏、花き、乳用牛、豚となっています。水産業は、内

水面の養鰻業と表浜の地引き網、刺し網などで、伝統ある海苔、採貝（あ

さり）については平成 11 年に漁業権が消滅しました。 

田原市の農業は、昭和 37 年全国初の農業構造改善事業の導入、昭和 43

年豊川用水の全面通水などを契機に、高付加価値型農業への転換を図りま

した。農業生産において全国１位を誇るブロッコリー、２位の菊、14 位の

カーネーションなど、全国屈指の優良農業地帯を形成してきました。平成

13 年の農業産出額は、全国４位となっています。水産業においては、底引

き網やまき網などの大掛かりなものはなくなっており、地引き網や刺し網、

海面養殖などが主体となっています。 

両市は、全国的な優良農業地帯といえますが、ガット・ウルグアイ･ラ

ウンド農業合意による競争激化、農業人口の減少傾向、高齢化など、他の

地域と同様な課題を抱えています。水産業においても、海外水産業との競

争、水産業に従事する人口の減少傾向等同様の問題を抱えています。  
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ウ）工業  
豊橋市の工業は、明治以来の繊維工業、木材・木製品工業と、昭和 10

年代から 20 年代にかけて急速に発展した食品加工業と機械器具工業など

を中心に発展してきました。さらに、昭和 38 年に豊橋市を中心とした東

三河地域が工業整備特別地域の指定を受けたことを契機として、臨海工業

地帯の整備などにより段階的に成長を遂げてきました。 

豊橋市の平成 13 年の製造品出荷額は、1 兆 125 億円を示しており、平成

11 年、12 年に比べると若干減少しました。業種別では、昭和 57 年には食

料品（21.7％）、鉄鋼業（12.4％）、繊維工業（8.7％）が上位でしたが、

平成 13 年には、輸送機器（26.6％）、プラスチック（13.9％）、電気機器

（11.5％）が上位を占めています。 

田原市の平成 13 年の製造品出荷額は、１兆 6,974 億円を示しており、

昭和 55 年の実に 12 倍以上となり、平成 12 年と比べて約 28％の伸びを示

しています。これは、昭和 39 年の工業整備特別地域の指定以来、三河湾

の埋め立て整備が開始され、昭和 54 年には自動車関連企業が進出するな

ど、臨海部での工業集積が大きな要因となっています。臨海部への進出企

業は、市内の 20 企業を含む 54 社が進出し、うち 48 社が操業を開始して

います。業種別では、輸送機器（98.2％）、食料品（0.8％）、金属製品（0.3％）

が上位を占めています。 

両市とも全国と同様に、長引く景気の低迷や国際経済情勢の影響を受け、

新たな観点での工業振興が求められています。  
 
エ）商業  

豊橋市の商業は、東三河地域の中核都市、交通の要衝という有利な立地

条件を活かして順調に成長を続けてきましたが、バブル経済崩壊後は伸び

悩んでいます。平成 11 年の年間販売額は１兆 5,899 億円を示し、平成９

年に比べ若干下回っていましたが、平成 14 年の年間販売額は１兆 1,476

億円と平成 11 年を下回り、依然として景気低迷が続いています。 

田原市の商業は、バブル経済の時期までは順調に成長を続けてきました

が、それ以降は低迷を続けています。平成 14 年の年間販売額は、6,150 億

円を示しており、この数字は平成 11 年時よりも約 10％下回っており、豊

橋市と同じく景気低迷が続いています。 

両市ともに、大型商業施設が郊外に建設されるなどの影響によって、中

心市街地における集客力が低下しています。  
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オ）港湾・流通  

昭和 37 年５月に西浦、蒲郡、豊橋、田原の４港を統合して三河港が誕

生しました。近年では、自動車を主軸とする貿易が活発に展開され、輸入

台数では平成５年から全国１位、輸出額では平成 10 年から全国第１位と

なるなど、自動車の輸出入に関して日本を代表する港湾としての地位を築

いています。また、近年貨物のコンテナ化に対応した港づくりにも取り組

んでいます。 

 
カ）観光  

豊橋市は、豊橋まつり、炎の祭典、鬼祭、祇園祭などの各種祭典のほか、

東部の石巻山多米県立自然公園や太平洋岸一帯の三河湾国定公園といっ

た豊かな自然環境、さらには貴重史跡や文化財、各種文教施設など魅力的

な観光資源が数多く点在しています。平成 12 年の観光入込客数は、約

2,904,242 人ですが、平成８年の 3,589,956 人をピークに、ここ数年は、

300 万人の大台を割っており減少傾向にあるといえます。また、入込形態

別では、「行事・催事」が 136 万人と全体の約 47％を占め、「公営公園等」

が 86 万人で全体の約 30％となっており、この２つで全体の約 77％を占め

ています。 

田原市は、近年、観光施設整備を進めており平成４年には田原市観光情

報サービスセンター「めっくんはうす」、平成５年には田原市博物館、平

成６年には蔵王山展望台、平成７年には芦ヶ池農業公園「サンテパルク田

原」をオープンし、観光客に対するサービス向上を図っています。また、

県天然記念物に指定されている黒川湿地植物群落や蔵王山などの自然環

境や池ノ原公園、城宝寺、崋山神社など渡辺崋山や田原藩に関する名所・

旧跡が数多く存在しています。その他、太平洋ロングビーチはサーフィン

の世界大会が開かれるなど、サーファーをはじめとする多くの方が訪れて

います。  
両市には共通して、行事・催事や名所・旧跡等の地域特性の高い観光資

源が多く点在しており、観光客の大半はそれらを目的に訪れています。各

観光資源を面として一体的に捉えて、観光客に地域特性の高い情報を提供

していくことが集客力向上につながると考えられます。  
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③生活環境  
ア）通勤圏  

両市間では、通勤・通学をはじめ、日常生活の中で多くの住民が交流し

ています。旧田原町からの流出者数のうち、豊橋市へ通勤・通学する人の

割合は 69％、また旧赤羽根町からの流出者数のうち、豊橋市へ通勤・通学

する人の割合は 33％、旧田原町へ通勤・通学する人の割合は 51％と大き

く、両市を一体的な通勤圏として捉えることができます。 

このことから、例えば、図書館やスポーツ施設等の公共施設を通勤・通

学の帰りに両市の住民が相互に利用できるしくみを確立することで、利便

性が向上し、施設の利用頻度が高まると考えられます。また、両市の住民

が相互の施設を利用することで交流の機会が増えて、地域のスポーツ・文

化サークルの親交も深まるといった相乗効果が期待されます。このような

好循環を実現するために、施設情報の共有や相互案内を充実することで、

公共施設の効率的な利用促進を実現するとともに、生涯学習・スポーツの

促進に寄与します。 
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図 豊橋市・田原市（旧田原町・旧赤羽根町）昼間人口動態  

 
     豊橋市の就業者・通学者数    豊橋市から旧田原町・旧赤羽根町への流出者数  

    

81%

19%

　豊橋市内で従業・通学

　他市町村で従業・通学

  

15%

85%

　旧田原町・旧赤羽根町への流出者

　その他市町村への流出者

 
 

旧田原町の就業者・通学者数   旧田原町から豊橋市・旧赤羽根町への流出者数  

25%

75%

　旧田原町内で従業・通学

　他市町村で従業・通学

 

69%

5%

26%

　豊橋市への流出者
　旧赤羽根町への流出者
　その他市町村への流出者

 
 

旧赤羽根町の就業者・通学者数  旧赤羽根町から豊橋市・旧田原町への流出者数  

    

72%

28%

　旧赤羽根町内で従業・通学

　他市町村で従業・通学

  

33%

51%

16%

　豊橋市への流出者

　旧田原町への流出者
　その他市町村への流出者

 
 

                    資料：平成１２年国勢調査  

総数 
214,850 人  

総数 
23,248 人  

総数 
5,720 人  

総数 
40,817 人  

総数 
4,345 人  

総数 
1,195 人  
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イ）コミュニティ  
豊橋市は、各小学校区に校区市民館を 49 館、各中学校区に地区市民館

を 23 館、高師緑地公園内に生活家庭館を公民館として設置し、自治会や

ＰＴＡ、子ども会などの活動拠点として有効に活用されています。  
また、地域におけるコミュニティ意識の向上を図るため、各小学校区に

コミュニティ推進運営委員会を設置し、学校・地域の連携を図ったコミュ

ニティ活動を推進しています。  
田原市は、各市民館、集会所、青少年健全育成会を設置しています。  
このようなコミュニティ活動の拠点整備や推進は、学校、家庭、地域社

会の連携を一層深め、コミュニティの醸成に役立っています。  
両市ともコミュニティ活動を推進するための活動拠点の整備などハー

ド面での充実を進めており、今後は、コミュニティ活動を活性化させるた

めに情報提供や各団体の相互連携を図っていく必要があります。  
 

ウ）生涯学習  
豊橋市は、個性的な学習ニーズに対応した生涯学習社会の構築を目的に

平成４年度に策定した「豊橋市生涯学習推進計画」に基づき、生涯学習市

民大学「トラム」の開設、とよはし情報ネットワークによる生涯学習情報

の提供など各種施策を展開しています。また、平成 11 年度には「豊橋市

生涯スポーツ推進計画」を策定し、心と体の健康づくりにも取り組んでい

ます。 

田原市は、文化会館や総合体育館などにおいて、各種文化事業やスポー

ツ事業を開催してきました。平成 14 年８月には、田原市図書館及び生涯

学習施設を開館し、田原市をはじめ近隣市町村から、年間 50 万冊、のべ

14 万人の方に利用されています。 

両市に共通することは、拠点施設の整備などハード面の整備は進めてお

り、今後はこの拠点施設やイベントなどの利用促進を図ることが必要にな

るということです。住民の生涯学習意欲の高まりや多様化する生涯学習ニ

ーズに対応するために、ＩＴ講習のような新しい生涯学習の形態に積極的

に取り組んでいくことで、住民の生涯学習活動を支援することが求められ

ています。このような取組みが、生涯学習ニーズの掘り起こしや生涯学習

意欲の向上につながり、学習活動を通じた地域活動の活性化が期待されま

す。  
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２．２ 対象地域の抱える課題と情報化  
 

両市は、愛知県の地方計画の中で「豊橋田原渥美広域市町村圏」として一体的

な地域としての発展を展望しているように、多くの共通点を持っています。  
これまでのまちづくりにより、東名高速道路や東海道新幹線などの交通基盤や

全国でも有数の粗生産額を誇る農業、高い製品出荷額の自動車関連工業、住民活

動の拠点となる各種公共施設等の社会基盤については概ね整備されていますが、

昨今の社会構造の変化に対応するため、両市の連携を基に広範囲な地域機能の整

備を図るとともに、地域住民の高度化・多様化する情報ニーズへの対応が不可欠

となっています。  
そのため、今後は両市の抱える課題に対して広域的な連携を図りながら取り組

むことが有効と考えます。  
 
（１）地域コミュニティ  

①豊かな生活の実現に向けて  
余暇時間の増大や高齢化の進展、国際化、社会の成熟化に伴い、人々の価値

観やライフスタイルは大きく変化しています。人々の関心は、経済的な余裕か

ら心の余裕、つまり生活にゆとりと潤いを感じられる心の豊かさや生きがいを

求めるように変わっています。また、世界的なグローバル化やボーダレス化の

進展、情報化やＩＴ革命により、異なる国の文化・習慣への対応やパソコンな

どの情報通信機器に対する新しい知識・技術習得の必要性も増しています。こ

のような人々の意識の変化は、生涯にわたって自主的に学習やスポーツに取り

組もうとする意欲を誘発し、生涯学習・生涯スポーツに対する人々の関心を高

めています。  
両市には、充実した文化・レクリエーション施設、スポーツ施設があり、生

涯学習・生涯スポーツに関する各種講座やイベントが開催され成果を上げてい

ます。今後は、住民が広域的に生涯学習・生涯スポーツ活動に取り組めるよう

にするため、両市で実施される各種講座やイベントあるいは諸施設の情報を一

元的に集約・管理して提供することが必要になります。  
また、生涯学習を促進する上で、欠かすことのできない存在として図書館が

あります。住民の図書ニーズは多様化しており、本のタイトルや著者などから

読みたい本を図書館外から容易に検索・予約できるなど図書サービスの利便性

向上が望まれています。  
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②学校教育への新たな取組み  
児童・生徒は、生まれながらに無限の可能性に満ちており、その個性・資質・

能力などを、学校・家庭・地域社会が一体となって育成・醸成していく取組み

が大切になっています。近年の少子化、核家族化の進行やライフスタイルの大

きな変化は、学校・家庭・地域社会、そして児童・生徒の教育に大きな影響を

及ぼしており、学校教育に対するニーズも多様で高度・専門化しています。  
両市では、高度情報化社会やＩＴ革命の進展から、小中学校にパソコンをは

じめとする情報通信機器や教材ソフトを活用した情報教育環境を整備し、情報

通信機器に関する知識・技術はもとより、情報モラルの育成にも力を注いでい

ます。また、不登校の増加やいじめ問題、少年犯罪の低年齢化が社会問題にな

っており、ゆとりある教育環境の整備や日々の教育活動の充実が求められてい

ます。そのために、心豊かな人間を育成することを目的として、小中学校間で

の教員や児童・生徒の交流、家庭・地域社会との密接な交流を図ることが望ま

れています。  
今後は、両市の教員がそれぞれの持つ情報を交換・共有するなど教員間の連

携を強化することで、学校教育を支援するしくみづくりを進めます。また、児

童・生徒間では、お互いの交流を促進することで、自主的な学習意欲を喚起し、

これまで以上に児童・生徒の主体性や自立性を尊重する教育活動に取り組む必

要があります。  
 

③行政サービスの充実  
社会的な構造変化が進む中で、人々の価値観や生活様式は大きく変化し、

人々のあらゆるニーズは、多様化、高度化しています。そのような中で、行政

に対するニーズもその例外ではなく、特に、利用時間の拡大や一箇所で様々な

サービスが受けられるワンストップサービス、行政事務の迅速性、あるいは通

勤圏、生活圏が一体となっていることから身近な場所でのサービス提供などの

要求が高まっています。 

今後は、両市の諸施設の相互利用、ネットワーク化などの広域的な連携によ

って、より身近で複合的な 24 時間いつでも、どこでも行政サービスを提供し

ていくことが必要となります。  
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④地域ボランティアの充実  
両市には、社会福祉協議会をはじめ多くの福祉団体があり、各団体の活動も

年々活発化してきています。年々増大するボランティアニーズに対応するため

に、各団体・組織やボランティア活動の充実が求められており、自主運営ので

きる体制を整える必要があります。また、ボランティアの登録者数は徐々に増

加の傾向にありますが、依然として人材は不足しています。 

ボランティア活動に関する現状として豊橋市が実施した市民意識調査によ

ると、ボランティア活動を行っている人は、全体の約 15％でボランティア活動

の広がりは少ないといえます。しかし、ボランティア活動を行っていない人の

うち、44.6％と約半数が「今後のボランティアへの参加意思」について、「参

加してみたい」と考えています。 

また、「ボランティア活動を進める上で、市役所に望むこと」として、「情報

提供を増やす」が 58.4％、「情報提供・相談の場の整備」が 28.7％となってお

り、住民は行政に、ボランティアに関する情報発信センター的な役割を期待し

ていることが伺えます。  
 

表 ボランティア活動を進める上で市役所に求めること  
                      有効回答数 1,716（複数回答） 

項 目  回 答 数  割 合  

情 報 提 供 を増 やす 1,003 58.4%

情 報 提 供 ・相 談 の場 の整 備  493 28.7%

学 校 教 育 でのボランティア促 進  609 35.5%

ボランティア保 険 の整 理  273 15.9%

ボランティアグループへの経 済 的 支 援  525 30.6%

研 修 の機 会 を充 実  456 26.6%

グループ間 交 流 の場 の設 置  316 18.4%

その他  65 3.8%

         資料：市民意識調査報告書（第 31 回・平成 12 年度） 豊橋市 
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（２）観光・レクリエーション  
①魅力ある地域情報の発信  

両市には、東部山間部の石巻山多米県立自然公園や、太平洋岸一帯の風光明

媚な海岸線を有する三河湾国定公園といった豊かな自然環境、さらには史跡や

文化財、各種文教施設などが数多く点在しています。また、豊川流域に展開す

る奥三河観光名所へ誘う要衝として位置づけられています。  
こうした状況の中、両市の住民への地域情報の発信については、ＣＡＴＶ、

コミュニティＦＭ、インターネットなどを活用して効率的に行っています。今

後は、地域外への情報発信機能を強化し、広域の観光ルート化による集客性の

向上を目指すとともに観光資源を有効活用することで、観光産業の活性化を図

る必要があります。具体的には、地域外からの訪問者には映像を活用した情報

サービスにより、四季の変化と祭事の魅力、史跡や文化財などのミニ観光ルー

ト化など、わかりやすく便利な情報を駅、宿泊施設、道の駅、公共施設などへ

提供していくことが求められています。  
 

②地域交流の促進による地域活性化  
地域情報の発信強化は、地域外からの訪問者の集客性を高めるとともに地域

の活性化を誘引するサービスと考えます。そのため、校区・地区で開催される

朝市情報やフリーマーケット、商店街イベントなどの情報をＣＡＴＶやコミュ

ニティＦＭなどを活用し、地域内に特化した柔軟な情報提供サービスを実施す

ることが必要となります。  
さらに、地域内に点在する干潟、史跡、文化財、奇祭等については、文化資

産の保護・継承を提起するために情報発信を強化していかなければなりません。 
 
（３）住民福祉  

①社会背景  
急速な少子・高齢化、核家族化の進行など社会構造の変化に伴い、社会福祉

を取り巻く環境も大きく変化し、住民の福祉サービスに対するニーズはますま

す増大、多様化しています。両市においても総人口に対する高齢者人口の比率

が 15％に達するなど少子・高齢化は進行しています。これに伴い、今後ますま

す増加する福祉ニーズに対応し、利用者の信頼と納得が得られる福祉サービス

が効率的に提供されるよう、福祉サービスの利用方法や各種福祉団体のあり方

について、新たな対応が求められています。したがって、住民一人ひとりが福

祉に高い関心を持ち、意識の高揚を図り、地域住民の連携に支えられた地域福
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祉の推進を図る必要があります。  
 

②地域の役割  
住民の福祉に対する意識の高揚を図るため、福祉に関する広報記事の掲載、

福祉制度を紹介した手引書の配布、福祉の集いの開催等に加え、ホームページ

による福祉に関する情報発信など、各種情報のインタフェースを充実させる必

要があります。中でも、高齢者や障害者が快適な生活を営むことができるよう

なバリアフリー情報に対するニーズは高いと思われます。具体的には、公共施

設に車椅子用のトイレやエレベーターが整備されているかなどの情報をわか

りやすいインタフェースで提供することが必要となります。  
また、福祉サービスを提供するにあたっては、地域福祉において大きな役割

を担う社会福祉協議会との連携を図り、高齢福祉や障害福祉、母子福祉等のデ

ータを連携することで、住民一人ひとりにきめ細かな福祉サービスを提供して

いくことが重要と考えます。  
さらに、地域全体の健康意識を向上させるためには、一人ひとりの意識を高

めていくことが重要です。住民からの健康に関する質問、相談に的確に対応す

ることが地域全体の健康意識向上のための第一歩といえます。  
今後のきめ細やかな福祉サービスの充実を図るには、センター機能を持った

施設の充実と地域で助け合うシステムづくりが求められます。  
 

③重要なマンパワーの養成と確保  
福祉に対するニーズは、社会背景の変化に伴ってますます増大するとともに、

福祉サービスの質的・量的充実と総合的なサービスの提供が求められています。

その中で、とりわけマンパワーの確保と養成が重要な課題となっています。田

原市立田原福祉専門学校で養成される介護福祉士などは、これらの一翼を担う

ことが期待されますが、地域の福祉サービスを提供するには、ボランティアグ

ループやＮＰＯをはじめとした身近な人々で支えあう地域ぐるみの福祉対策

の推進も必要となります。  
 

（４）地域防災  
    両市は、東南海地震や伊勢湾台風、そして竜巻などの大きな災害を経験して

おり、東海大地震の発生も懸念されています。そのような状況で、災害から住

民の生命や財産を守れるような災害に強いまちづくりを行うことが必要です。

まち全体の防災機能を高めるには、防災面に配慮した都市基盤づくりや住民の
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防災意識の高揚を欠かすことができません。そのため、大規模災害に備えて各

種の応援・協力体制の整備を図っていくとともに、その実効性を高くするため、

災害情報や避難所情報の共有化、迅速な伝達手段の確保が必要となります。  
  
（５）情報化  
  ①情報バリアフリー  
    本テレトピア計画を策定するにあたって実施、集計した住民意識調査の結果

（詳細は、「Ⅴその他 ２．３住民意識調査」を参照）にも表れているように、

ブロードバンド時代においてインターネットに対する期待は、非常に高い数値

を示しています。今後、情報メディアの一つとしてその役割は重要になってい

くことが確実視されています。  
しかし、パソコンや携帯電話、情報家電等の利用者に対するインタフェース

は、高齢者等の情報弱者にとって利用しづらいという指摘があります。住民意

識調査においても、年齢が高くなるほど、インターネットやパソコン、携帯電

話に対する関心は低くなっています。このような状況の中で、ＩＴ化を推進す

ることはインターネットやパソコン、携帯電話等の情報メディアを利用できる

人と利用できない人の間にデジタルデバイド（情報格差）が生じるおそれがあ

ります。デジタルデバイドの発生を防ぎ、情報システムの利用を促進するため

には、使いやすくわかりやすいインタフェースの開発、電話やＦＡＸなど家庭

に普及している情報メディアの活用、さらには身近な公共施設で誰もが気軽に

利用できる公共端末の整備を進める必要があります。  
 
②分野別ニーズ  
 高度情報化、ＩＴ革命の進展は、従来では考えられなかったような新たなサ

ービスの提供や利便性の向上を実現する社会を形成しています。  
両市においても情報化に対する住民の期待は大きく、「保健、医療、福祉面

でのサービス向上」や「行政への申請、届出の利便性向上」「教育分野での活

用」などで情報化推進が望まれています。
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（６）課題を解決するための情報化への取組み 
 

 
 
 
 
 
 

地域の現状  地域の抱える課題  情報化への取組み  構築システム  

・身近な場所で情報を入手できる機会の提供  
・学習講座・イベントに関する情報の提供  
・広域的な公共施設の共同利用に向けた施設

案内・空き情報の提供  
・図書検索・予約ｻｰﾋﾞｽのﾈｯﾄﾜｰｸ化  

◇生涯学習情報ｼｽﾃﾑ 
 

・生涯学習・ｽﾎﾟｰﾂ支援ｼｽﾃﾑ 
・公共施設案内・予約ｼｽﾃﾑ 
・図書館情報ｼｽﾃﾑ 

・広域連携による教材等のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化、共有化  
・教員、児童・生徒間交流を学校間ﾈｯﾄﾜｰｸの

構築により提供  

◇教育支援ｼｽﾃﾑ 
 

・教育支援ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ 

・ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ・ﾉﾝｽﾄｯﾌﾟ行政ｻｰﾋﾞｽの提供  
・行政事務の高度化・ﾈｯﾄﾜｰｸ化  
・各種媒体による行政情報の提供  

◇行政情報ｼｽﾃﾑ 
 

・行政情報提供ｼｽﾃﾑ 
・窓口業務支援ｼｽﾃﾑ 

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟの情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化  
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を希望する住民にﾈｯﾄﾜｰｸで情

報提供 

◇ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報ｼｽﾃﾑ 
 

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報提供ｼｽﾃﾑ 

・地域に密着した地域情報の提供  
・広域的な観光情報の提供  

◇ﾀｳﾝ情報ｼｽﾃﾑ 
 

・地域情報提供ｼｽﾃﾑ 
・観光情報提供ｼｽﾃﾑ 

・福祉・医療施設に関する情報提供 

・わかりやすいｲﾝﾀﾌｪｰｽを利用した情報提供 

・ﾃﾞｰﾀ連携による迅速かつ的確な住民対応 

・社会福祉協議会との連携によるｻｰﾋﾞｽ提供 

◇保健・医療・福祉ｼｽﾃﾑ 

 

  ・福祉地図情報ｼｽﾃﾑ 

  ・健康管理支援ｼｽﾃﾑ 

  ・在宅福祉情報ｼｽﾃﾑ 

・広域的な視点  
臨海部における工業地帯形成  
三河港を拠点とした国際的な港湾

流通  
愛知県の東の玄関口  
豊橋田原渥美広域市町村圏を形

成  
 
・地理的特性  

三河湾と太平洋に面する豊かな自

然  
太 平 洋 ﾍﾞﾙﾄ地 帯 における交 通 の

要衝  
 
・歴史的特性  

東海道の要衝  
東三河臨海工業地帯の造成  
海岸や湿原等の豊かな自然環境  
数多く残る歴史的財産  
農業・工業・商業のﾊﾞﾗﾝｽのとれた

発展  
 
・社会的特性  
 少子・高齢化の進行  
 農業・工業を中心とした産業振興  
 商業集積力の低下  
 港湾・流通の発展  

地域特性の高い観光資源  
 一体的な通勤圏の形成  
 ｺﾐｭﾆﾃｨ活動の積極的な推進  
 生涯学習活動の促進  
 広域的な交流、相互連携の推進  

 

 

 
・生涯学習意識の高揚  
・ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の推進  
・公共施設の効率的な有効活用  
・図書ｻｰﾋﾞｽの利便性向上  

 
・学校教育ﾆｰｽﾞへの対応  
・学習教材等の共有化  
・学校間交流の促進  
・教員、児童・生徒間交流の強化  
 
・行政事務の効率化  
・住民ﾆｰｽﾞへの対応  

 
・住民活動の活性化  
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動意識の高揚  
・住民の地域交流の支援  
 
・観光産業の活性化  
・広域連携による集客性向上  
 
・福祉・医療施設の利用促進  
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ情報の提供  
・高齢者・在宅福祉ｻｰﾋﾞｽの強化  
・地域の福祉・健康意識の高揚  
 
・災害対策体制の確立  
・住民の防災意識の高揚  
 
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞの解消  

 

 

・緊急時の情報伝達の迅速化 

・住民への防災情報の提供 

・複数ﾒﾃﾞｨｱを活用した多重ﾈｯﾄﾜｰｸの整備 

◇地域防災ｼｽﾃﾑ 

 

  ・緊急防災情報ｼｽﾃﾑ 
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２．３ 対象地域の発展方向  
 

豊橋田原渥美広域市町村圏に位置する両市は、北は奥三河から南は渥美半島の

先端に至る三河地域の玄関都市として、あるいは社会経済活動や行政運営におい

て東三河地域、三遠南信地域の中心都市として一層の発展が求められています。  
また、厳しい経済情勢や少子・高齢化、国際化、環境問題への対応、地方分権

の進展と新しい行政手法・システム導入など、行政システムの合理化をベースと

した各自治体の自主・自立性が求められています。  
産業面では、三河湾の港湾機能や県下有数の工場適地を有する両市は、臨海部

への工業集積を進めるとともに、市街地整備、高次都市機能の集積などと一体と

なって、国際的な流通・業務拠点の形成をめざしていきます。  
特に、豊かな自然に恵まれた観光資源を有効活用した広域的な観光・リゾート

機能の強化は、官民連携した地域産業の活性化を目指すものとして推進していき

ます。  
生活面では、経済のグローバル化や価値観及びライフスタイルの変化など、時

代の潮流や住民の要請に適確に対応し、総合的かつ長期的なビジョンを見据えた

計画を展開することとしています。  
豊橋市では、平成６年３月に高度情報都市研究会議によって「豊橋市地域情報

化基本計画」を策定しました。その中で概ね 10 年間を計画期間とした「豊かな市

民生活の実現と産業育成を目指した総合的情報システムの整備」、「情報通信基盤

の整備とネットワーク形成」、「情報化に対する市民意識の向上と人材育成の推進」

の３つの事業を柱として計画的に情報化施策を進めてきました。  
この「豊橋市地域情報化基本計画」等の諸計画を受けて、平成８年３月には「豊

橋テレトピア計画」を策定し、高度情報システムによる活力ある快適な地域づく

りを進めてきました。具体的には、平成９年に生涯学習・スポーツ支援システム

の運用を開始し、生涯学習及びスポーツに関する講座・イベント情報や博物館の

収蔵品の紹介を地区市民館等に設置した公共端末で提供しています。その他にも、

図書館情報システムや行政情報提供システム、健康管理支援システム、緊急防災

情報システム、地域情報提供システムなどの運用を開始し、各分野において情報

化を推進してきました。  
こうした状況の中で、平成 14 年３月に「豊橋・田原テレトピア計画」は、将

来像である「笑顔がつなぐ緑と人のまち豊橋（第４次豊橋市基本構想・基本計画）」、

「緑と太陽のあふれる豊かな都市（第４次田原町総合計画）」の実現に向けた地域

情報化推進の実行計画として位置づけ策定されました。平成 15 年８月に旧田原
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町・旧赤羽根町の合併により田原市が誕生し、今後は豊橋市と旧赤羽根町を含め

た田原市が連携して推進していきます。  
また、「豊橋田原渥美広域市町村圏」の広域連携の推進を目指していきます。  
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３．他の施策との関連  
 
（１） 豊橋田原渥美広域市町村圏計画  

平成 13 年３月に、豊橋市・田原町・赤羽根町・渥美町で構成される豊橋渥

美広域市町村圏協議会によって、「豊橋渥美広域市町村圏計画」が策定され、

平成 15 年８月の旧田原町・旧赤羽根町の合併を経て「豊橋田原渥美広域市町

村圏計画」となりました。本計画は、「夢ネットワーク・豊橋田原渥美」を圏

域の将来像とし、次の 4 つの地域づくりを進めていきます。  
・ 住民と協働し自立する地域づくり  
・ 文化や自然と共生する地域づくり  
・ 暮らしの舞台を協創する地域づくり  
・ 広域連携により協調する地域づくり  

その各地域づくりの中で文化施設の住民共有やスポーツ・レクリエーション

施設の広域的な相互利用、広域観光の振興等を推進力とした、地域交流の促進

と地域活性化を目指しています。  
  本テレトピア計画によりコミュニティ活動や地域情報、広域観光等について

広域的な地域情報を提供することで、本計画にあるまちづくりを支援、促進し

ます。  
  今後、住民サービスをはじめとした行政運営の質的な地域間格差が懸念され

るなかで、あらゆる分野において、連携強化・共同化の促進を図っていきます。  
 
（２） 新世紀へ飛躍～愛知２０１０計画  
  愛知県では、2010 年を目標年次とする愛知の地域づくりの基本指針となる新

しい愛知県地方計画「新世紀へ飛躍～愛知２０１０計画」が、愛知県地方計画

委員会の答申を受けて策定されました。本計画は、愛知の地域づくりの長期的

かつ基本的な方向を示すものであり、県民の方々をはじめ、国、市町村、民間

など様々な主体が、愛知を舞台に各種施策を展開しようとする取組みを視野に

入れた「地域共同計画」となっています。  
本計画の情報通信分野の中では、「時代に即応した公共サービスの高度化を

図るため、医療・福祉や行政窓口サービスをはじめ、様々な分野における情報

通信の活用を推進するとともに、行政の効率化・透明化を進める観点から、情

報の電子化と共有化・広域化を進める必要がある」としています。特に、高度

情報通信社会の成立に最も重要な役割を果たす情報通信基盤の整備について

は、「民間と行政の適切な役割分担の下に、全県的な整備を推進する」として
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います。  
本テレトピア計画では、行政事務をはじめ医療・福祉、生涯学習・生涯スポ

ーツ、学校教育など、公共サービスの様々な面において情報通信サービスを活

用していきます。中でも、災害対策関連については、県の防災システムと連携

していきます。また、情報提供サービスについては、民間事業者との役割分担

の下に、電子化と共有化及び広域化を進めます。特に、情報通信基盤の整備に

ついては、国のモデル事業などを通じて、都市機能の強化を図る上で必要とな

るＣＡＴＶ網など、各種情報通信基盤の導入を促進していきます。  
 
（３） 新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業  
 

豊橋市では、行政情報やタウン情報など住民生活に密着した情報を、ケーブ

ルテレビ（ＣＡＴＶ）網を用いて、公共施設に設置した公共端末により平成９

年８月から提供しています。平成 12 年４月には、ＣＡＴＶ事業者である豊橋

ケーブルネットワーク株式会社によって高速インターネット接続サービスが

開始され、利便性の高い通信インフラとしての需要も高まりつつあります。  
田原市では、平成 14 年 11 月から一部エリアにおいてＣＡＴＶ網を用いた高

速インターネット接続サービス及びＣＡＴＶ放送が開始され、現在も旧田原町

全体に利用エリアの拡大を推進しております。  
今後は、テレトピア指定地域の拡大に伴い田原市の旧赤羽根町区域にＣＡＴ

Ｖのサービス網を拡げ、両市の小中学校における情報教育基盤として利用する

ほか、インターネットを利用した行政・ボランティア情報の提供、公共施設予

約など広域的な行政サービスに活用していきます。  
 
（４） 地域イントラネット基盤施設整備事業  
 

地域住民への行政情報提供サービスの向上や生涯学習、教育分野における情

報化を図るため、平成 14 年６月に開館した「田原市情報センター」を情報受

発信の拠点として整備しました。また、市役所庁舎や公共施設、小中学校等を

通信事業者が提供する広域ＬＡＮ型光通信網（光ファイバ）等で接続すること

により、地域の情報通信基盤となる地域イントラネットを整備して、高度情報

化時代に対応する行政・教育分野の効率化・高度化を促進し、住民サービス及

び住民生活の利便性の向上等を図ります。  
「田原市情報センター」は、本テレトピア計画で推進する両市の情報化施策
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を有機的に連携するハブ拠点として位置づけられ、豊橋市・田原市の広域的な

ハブ拠点として、地域イントラネットを活用した情報サービスを中心に拡充・

展開を図っています。  


