
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？」

１月開催分　意見内容

1 2 3 その他

飯村 70代 男性 ○
人口の取り合いではなく、そこで子どもがたくさん生まれるという形が日本
全体でみたときには良い。子どもの育てやすさなどを競い合うような施策だ
とありがたいと思う。

飯村 60代 男性 ○
市民館の稼働率について、これまでの推移がわからないが、校区・地区市民
館ともに努力した上で今がある。利用率を高めるのは難しいと思う。

飯村 60代 男性 ○
有効活用と施設の削減は矛盾している。費用を考えると、削減や統合、集約
をすべき。校区市民館と地区市民館を統合するなど。必ずしも中学校単位で
ある必要はないと思う。

飯村 40代 男性 ○ 校区市民館と地区市民館の統合については賛成。ダウンサイジングすべき。

飯村 70代 男性 ○
市民館は郊外の方が稼働率が低い。これは立地状況も関係している。郊外は
車で時間をかけて行くが、飯村だと歩いて行く。

飯村 40代 女性 ○

普段子育て支援の仕事をしているが、学童が足りておらず母親が働けないと
いう相談を受ける。学童に（学校を）利用させてほしいという話をよく聞
く。ただ、学童の人に聞くと、働いている方も少ないので、そっちの面も何
とかしないと難しいとは聞く。

飯村 70代 男性 ○
東部地区市民館飯村分館の稼働率が高いのは、中が比較的広くてきれいで、
よその校区からの利用もあるため。サークル活動等口コミで広がっていると
思う。また、駐車場も多いことも関係している。

飯村 60代 女性 ○

校区市民館では高齢者が介護予防のために体操をしている。地区市民館は利
用料がかかるし、昨年利用料が上がったため、校区市民館に移ってきたので
校区市民館の利用率は去年より上がっていると思う。校区市民館は無料なの
で助かる。

飯村 40代 男性 ○ 飯村、岩西の特徴として外国籍の方が多い。異文化交流という形も良い。

意見内容校区名 年齢 性別

意見交換テーマ
意見
用紙
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1 2 3 その他
意見内容校区名 年齢 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

飯村 50代 男性 ○ ○
施設のバリアフリー化、水回りやトイレの改修を行う。ただし、6歳の児童
から80歳以上の高齢者までが使えるような仕様にする。

飯村 70代 男性 ○ ○ 新しい無用の施設（体育館）を造らない。
飯村 70代 男性 ○ ○ 小中学校の併合を考えるべき。
飯村 70代 男性 ○ ○ 駐車場の確保が必要です。

飯村 60代 男性 ○ ○
市の行政責任の転嫁であり、過去の行政の見込み過ちを正当化するのは見苦
しい。計画段階で明確に市民に説明すべきであった。

飯村 60代 男性 ○ ○

1．児童クラブ室の確保及び児童クラブと小学校の一体的運営
2．幼児教育と小学校教育の一体化の運営（特区であり？）
3．小中学校の合併、統合
4．市民館の集会機能を小学校の空き教室に機能を持たせる。

飯村 60代 男性 ○ ○ 方策は市民要望に合致する施策の展開

飯村 60代 男性 ○ ○
校区内人口一人当たりの行政コスト及び利用者一人当たりの行政コストを比
較しコストが高いものは見直しや廃止の検討をすべき。

飯村 40代 男性 ○ ○
複合化によって学校の先生が施設管理をしなくてよくなれば、先生の負担が
減って良い。校区市民館は１時から５時までしか職員がいないので、他の時
間の利用に不便だが、複合化で使いやすくなると良い。

飯村 40代 男性 ○ ○
・学校の図書館を一般にも開放する。・教室を市民館のように貸し出す。
（畳などあると良い。）・飲食店、自販機など・・・いこいの場として使え
るように。

飯村 40代 男性 ○ ○

各校区の子どもたちが親の送り迎えなく使える児童館にする。・乳幼児を連
れて気がねなく遊びに行ける施設にする。・ボランティアのお年寄りに来て
もらい、子どもや母親と交流してもらう。（宿題、将棋、オセロ、五色百人
一首、卓球などができる場所を各校区に）

飯村 40代 男性 ○ ○ 学校行事の振替休日の日（月曜日　※学校によって違う）は開けてほしい。

飯村 40代 女性 ○ ○

意見交換会のときにもお話ししましたが、児童クラブの部屋として活用でき
たらお母さんも安心して仕事ができると思います。支援員不足は地域の方に
ボランティアで参加してもらえれば、異年齢間の交流もできて良いのではな
いでしょうか？
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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？」

１月開催分　質問等（一部意見を含む）と回答

1 2 3 その他

飯村 70代 男性 ○ （人口推計の）中位推移は具体的にどんな対策を行った場合のものか？

豊橋市の人口ビジョンで示している中位推移
は、質の高い雇用の創出、人の定着と流入、
結婚・子育て観光の整備、人口減少社会に適
した地域づくりといった、将来を見据えた取
組みを進めることで、2040年に合計特殊出
生率が1.8となった場合のものです。

未来創生戦略室

飯村 70代 男性 ○

市が言っている内容はもっとも。しかし、人口減少、少子高齢化、財政の厳
しさも散々言われていること。豊橋はどうなるのか。どんどん悪い循環にな
ると思う。改革的な問題なので、直近だけでみると自分たちにとってはあり
がたくない施策と思ってしまう。実際にどのくらい大変なのか、どうなって
しまうのか、みんなが思っていることを変えようとするなら、数字などでイ
ンパクトがあり、わかりやすいものを示す必要がある。

計画の方向性を作っていく中で説得力のある
説明に努めながら、資料を添付していきたい
と考えています。

資産経営課

飯村 40代 男性 ○ 市として市民館の稼働率の数値目標はあるのか？

稼働率の目標はありません。校区市民館は第
２次市民協働推進計画で別の目標指標（校区
市民館の地域コミュニティによる利用率
H26年16％をH32年18％）を定めていま
す。

市民協働推進課
生涯学習課

飯村 70代 男性 ○
校区市民館と地区市民館の統合も良いが、距離が遠くなってしまうと益々利
用が減る。

立地の問題に併せて、校区・地区市民館はそ
れぞれ設置目的があり、現実的にはそれが利
用者を押さえつけているのではないかという
懸念があります。また、制限や予約方法にも
問題があるという意見もあります。

資産経営課

飯村 60代 男性 ○

市民館の使われ方について、カラオケや書道等以外でどのように使われてい
るのかわからないし、どういったときに利用できるのかわかりづらい。ま
た、「いつどの部屋が空いているからご利用ください」と目に見えるような
形で出したらどうか。そうしないとどんどん足が遠のいてしまう。

利用状況や予約状況、空き状況をもっと見え
る化した方が良いということですね。

資産経営課

質問等内容校区名 年齢 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

担当課担当課回答等
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1 2 3 その他
質問等内容校区名 年齢 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

担当課担当課回答等

飯村 60代 女性 ○

元気なお年寄りが増えると、将来的に車に乗らなくなって、歩いていけると
ころで、予約がなくてもいつ行っても良くて誰かと話せるような場所がある
と良い。ついでに孫の様子も見られる。（市民館など）予約が埋まっている
というケースがあるため。ただ、このごろは防犯の問題もあり、その辺は難
しいと思うが、将来的にあったらいいなと思う。

学校は文科省管轄で法的な縛りがあります。
現在、グラウンド開放や体育館開放を行って
いますが、学校を全て開放するというのは難
しいと考えます。複合化として単純に入れる
のではなく、機能は移転し、そこは学校のエ
リアから外す。なおかつ移転のメリットとし
て機能の拡充を図りたい。大規模改修等を実
施するときに教室配置を変えながら、休日や
長期休暇時に使われていないコンピュータ室
や調理室などを開放することで機能拡充もで
きたらいいなと考えています。ただ、セキュ
リティの問題があるため、教育委員会と検討
しながら、今ある建物を有効活用、複合化す
ることで、改修・更新が必要なくなることか
ら将来的な負担が減ると考えています。

資産経営課

飯村 60代 男性 ○ 分析の仕方として、建物1㎡あたりの利用人員をみると面白い。

現在の人数のカウントの仕方だと、それが明
確に出せません。カウントの方法が聞き取り
やセンサー、予約の有無など様々あるためで
す。

資産経営課

飯村 60代 女性 ○
校区市民館でピアノがあるのは何館あるか？ピアノがあるところでは音楽教
室で使われている。自分の校区の校区市民館にピアノがあれば使用されると
思う。

市で管理しているものは全部で６館（東田、
福岡、向山、中野、八町、新川）あります。

市民協働推進課

飯村 70代 男性 ○ 水道事業は民営化するのか？

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

飯村 40代 男性 ○

複合化の事例で高齢者とのコミュニティの場づくりと聞いたが、現在は核家
族が多いので、子ども達にお年寄りと触れ合える場が日常的にあればいいと
思う。多米の資料館に小学2～3年で行くのだが、子ども達もお年寄りと触
れ合えて楽しいと言う。

複合化の中で調理室や図工室などを土日に開
放できれば、三世代交流なども可能になり、
将来的には地域のコミュニティを活性化させ
て、持続可能なまちで強い絆ができるのでは
ないかと思っています。

資産経営課

飯村 70代 男性 ○ 市民館の予約のインターネットでのシステム化は難しいのか？

システムの構築費用が高額になるため、費用
対効果を考えると導入は難しい状況にありま
すが、課題として認識しています。

市民協働推進課
生涯学習課
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1 2 3 その他
質問等内容校区名 年齢 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

担当課担当課回答等

飯村 40代 女性 ○ ○

ライフポート勤労者会館を利用されている方が、４５歳以上だと利用料が倍
になっているので、利用したくても利用できないと言っています。なぜ４５
歳で区分されているのか、また、何で利用料が倍なのか理解できないと言っ
ていました。

　勤労者会館は、平成29年度まで労働会館
と勤労青少年ホームに分かれており、勤労青
少年の福祉のため、45歳以下の勤労青少年
については労働会館・勤労青少年ホームの利
用料を無料としていました。
　平成30年度より勤労青少年ホームを廃
止・労働会館と統合して勤労者会館となり、
勤労青少年の無料利用については廃止となり
ましたが、これまで勤労青少年としていた
45歳以下の勤労者については、若年勤労者
の福祉のため、利用料金を一般の方の1/2の
額としました。
　45歳を超える方については一般の利用料
金となりますが、ご理解をいただけたらと思
います。

商工業振興課
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