
公共施設の活用に関する地域意見交換会　意見交換テーマ

　テーマ１　「市の考えや取組みについてどう思いますか？」

　テーマ２　「どうしたら学校の空き教室をもっと活用できると思いますか？」

　テーマ３　「どうしたら市民館等の校区にある公共施設の利用を増やせると思いますか？」

１２月開催分　意見内容

1 2 3 その他

下条 60代 男性 ○
予算（コスト）を下げるためには、例えば校区市民館などの構造や寸法など
を規格として統一することも有効だと思う。水道管などのインフラも美観よ
りメンテナンスを重視することも有効だと思う。

下条 60代 男性 ○ ○
水道や下水道など、まちなかは市がどんどんつくっていくが、下条は逆であ
る。１戸当たりの負担は相当なものであった。市は、小さな校区の苦しさを
もっとわかって欲しい。

下条 40代 男性 ○ ○
地域別や下条の人口減少対策を考えて欲しい。豊川市は幹線道路をうまく活
用できていると思うが、下条は何もない。

下条 60代 男性 ○

ただ単に集めるのは避難所では使いにくい。学校は学校の区域がはっきりし
ているので、問題が出てくると思う。下条は高齢者や単身の方が多いので小
学校の中に介護施設のような住める空間があってもいい。避難所としても活
用できる。どのような施設を入れるにしても複合化するなら施設をもっと
使ってもらう意識をもってもらいたい。

下条 40代 男性 ○
学校に窓口センターみたいなものがあってもよい。前の人も言ったが人の問
題もあるけど健康管理ができる人がいるとよい。有効活用する気になれば何
でもできるのでは。

下条 60代 男性 ○ ○ 校区市民館の利用状況など目標値がないと統廃合は進まないと思う。

下条 60代 男性 ○
校区市民館の利用を増やすには文化教室といったクラブ活動が有効だと思
う。ただし、講師やインストラクターがいるのかどうか課題になると思う。

下条 60代 男性 ○
下条は各町内に神社と集会所があるが、両方維持は無理がある。町内の集ま
りでも地区市民館が無料で利用できるとよい。

下条 40代 男性 ○
「ここにこ」では毎週のように催し物をやっているが、市民館に出張できる
とよい。

意見交換テーマ
意見
用紙

意見内容性別校区名 年齢

1 / 4 ページ



1 2 3 その他

意見交換テーマ
意見
用紙

意見内容性別校区名 年齢

下条 60代 男性 ○
下条は自分たちで水道を整備してきたので井戸が多くなってしまった。豊橋
市の水の何パーセントかは下条の水を使っている。小学校にプールがなかっ
た時代があったり、すべてにわたって下条は何か損をしている気がする。

下条 60代 男性 ○ 下条は校区市民館を頑張って使っていると思う。

下条 50代 男性 ○

公共施設の利用を増やすためには、お年寄りの移動手段が重要だと思う。下
条は市民館までの距離が長い。お年寄りが簡単にいける方法をつくった方が
いい。コミュニティバスはルートに魅力がなく、もっと使いたくなるルート
にしてほしい。

下条 60代 男性 ○
校区市民館の利用を増やすには日系人の方なども関係があるので多文化共生
も重要だと思う。日系人の市民館利用の統計はないと思うが、一つの手だと
思う。

下条 60代 男性 ○
各自治会の町費を調べてほしい。下条は町費が高く、地域の維持に自分たち
のお金をたくさん使っていることを市にわかって欲しい。

下条 40代 女性 ○ ○ 何とも言えないが、下条から校区市民館がなくなるのは不便です。

下条 40代 女性 ○ ○ 小学校と保育園を一緒にしては？給食の利用とかできるのでは？

下条 40代 女性 ○ ○
校区市民館を地区市民館の様に利用できれば。学生の学習室をもっと増やす
とか、スポーツができるとか、図書の量を増やして利用してもらう。
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公共施設の活用に関する地域意見交換会　意見交換テーマ

　テーマ１　「市の考えや取組みについてどう思いますか？」

　テーマ２　「どうしたら学校の空き教室をもっと活用できると思いますか？」

　テーマ３　「どうしたら市民館等の校区にある公共施設の利用を増やせると思いますか？」

１２月開催分　質問等（一部意見を含む）と回答

1 2 3 その他

下条 60代 男性 ○ 市の支出のグラフは、税収がイコールで良いのか？ 税収以外にも補助金や起債も含まれます。 資産経営課

下条 60代 男性 ○ 現在の小学校は、そのままということか？
学校のあり方については何も決まっていない
ので、本日は現状をベースに意見をいただき
たいと思います。

資産経営課

下条 40代 男性 ○ 市民館を複合化した場合の跡地はどうなるのか？

具体的に決まったものはありません。市営住
宅などの大規模な跡地だと、単純に売却した
場合、開発されたり迷惑施設が建てられない
よう用途地域を見極めて対応するなどの配慮
も必要と考えています。ただ、小規模な敷地
で公共施設として使い道がないということに
なれば、売却して財源を確保したいという考
えです。

資産経営課

下条 40代 男性 ○
市民館に相当するもの（老人施設など）を教室で使っていこうというイメー
ジでよいか？

そのとおりです。 資産経営課

下条 60代 男性 ○ 今の下条小学校に空き教室はない。
将来的な話になりますが、建替え時に複合化
することも考えられます。

資産経営課

下条 40代 男性 ○ 小学校の複合化はセキュリティ面で不安がある。 セキュリティ面については理解しています。 資産経営課

下条 60代 男性 ○
複合化の改修や施設をつくったあとのメンテナンスを長期スパンで計画的に
予算化して実施していくべき。

説明が不足していましたが、施設の長寿命化
は計画を策定して現在取り組んでいるところ
です。

資産経営課

下条 60代 男性 ○ 必要面積との差がマイナスでもスペースがあるとしているのはなぜか？
国の基準が建設当時と変わっていて、今は当
時よりも必要面積が増えたためです。

資産経営課

下条 50代 男性 ○
空き教室の利用は、地域の人でないと使えないとか制約が出てくるのか？企
業も入ってくるのか？

まだ具体的に決まっていないので意見があれ
ば出していただきたいと思います。

資産経営課

下条 40代 男性 ○ 飲料水と生活用水と分けることでコストカットできないか？

以下の理由により経費は増加するため、困難
です。
・水源の乏しい本地域では、生活用水用の水
源を開発することが困難です。
・生活用水の供給施設を新たに建設する必要
があります。

浄水課

下条 60代 男性 ○ 水道の民間活用はどうなっているか？

専門性の高い設備等の点検整備や料金収納部
門における民間活用はすでに実施しておりま
す。
水道事業における計画・生産・供給・品質保
証部門に関しては、長年培われた水道技術を
活用して直営にて実施していきます。

浄水課
営業課
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1 2 3 その他

意見交換テーマ
意見
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質問等内容 担当課回答等 担当課性別校区名 年齢

下条 40代 男性 ○ 豊橋の人口は減っていくが具体的に何かしているのか？

若者の移住・定住を促進するため、企業や大
学と連携した就職支援や若者の主体的な活動
への支援を行っています。また、子育てしや
すいまちづくりのため、結婚・妊娠・出産へ
の支援や幼稚園・保育園の保育料の補助、仕
事と子育てが両立できる環境づくりを進めて
います。

未来創生戦略室

下条 40代 男性 ○ 素人意見何でも聞きたいということか？ そのとおりです。 資産経営課
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