
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？」

３月開催分　意見内容

1 2 3 その他

下地 60代 男性 ○

答えはあるわけだし、複合化も長寿命化も真っ当な意見でやるべきだし、こ
れは構わない。しかし、具体的にここの市民館が無くなると言われたら皆さ
ん困ると思う。そういうことを今日は言わないし、これからも言うことはな
いと思うが、そういう時のために、資産経営課としてこれから目指すところ
もコミュニケーションを取りながらやりますよということを先に連絡したい
だけだと思う。真っ当な話だし、小学校もあるし、こども園もあるし、老人
福祉会館もあって施設は多いので削減は仕方ないと思う。

下地 70代 男性 ○ 技科大の教授などを招いて講座をやってもらえばよい。

下地 50代 男性 ○
大学生のボランティアに来てもらって子どもたちを教えてもらったらどう
か。

下地 60代 男性 ○

興味のないことばかりしているのでここ（校区市民館）へはあまり来ない。
愛大とか技術科学大学の人から、今の教育とか技術を吸収したいという意欲
はあるので、そういう講義を続けていければ足も向くと思う。壁が多くて密
室のような感じがするので、もう少し明るくしたら人が集まるのではない
か。

下地 60代 男性 ○ 地区市民館では、本を借りたり、事務をするのに利用している。

下地 50代 男性 ○
使用条件やこういうことに使えるという回覧を作ってもらえば回せるので、
一人でも気に留めてくれたら何か新しいことが始まるかもしれない。

性別

意見交換テーマ
意見
用紙

意見内容年齢校区名
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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？」

３月開催分　質問等（一部意見を含む）と回答

1 2 3 その他

下地 50代 男性 ○
こうしたいという方向だけでいつまで（例えば平成72年）にどういう目標
をもってどうしていくということがわからないとどうなのかと思う。

これから税収が増えず市の財源が確保できな
いと、現状のままでは計算上46％の公共施
設とインフラが維持できなくなることに加え
て、現在の予算も満足ではないことを考える
と、平成７２年までの目標というよりも今で
きることからやっていく必要があると考えて
います。建替前に何とかしたいと考えてお
り、何もしないと目標は46％減らしましょ
うということになってしまいます。

資産経営課

下地 60代 男性 ○

先のことを考えているならもっと大胆に行う必要がある。例えば学校につい
ては、その地域がその学校へ行くというのが従来の考え方だが、今はいろん
な連絡方法とか機械化されているので、校区をシャッフルしてスクールバス
を利用するなどしてどんどん圧縮していってブロックごとに行けるような形
にした方が良い。

校区を見直して統廃合するということです
か？

資産経営課

下地 60代 男性 ○

統廃合のこと。どんどんやった方がいい。従来の考え方を変えた発想をして
いかないといけない。豊橋だから文化会館が必要か、浜松に行ったらいい施
設があるのかなど、お互いにお金がないのだから、近隣の市町村とも連携し
て統廃合していくというような大胆なことを考えた方が良い。

公共施設等総合管理方針にも長期的な視点で
考えていく事を記載しています。いきなり統
廃合は厳しいので順を追うことを考えていま
す。まずは遊休空間の活用を考えて、それで
も使われなければ廃止を考えることとしてい
ます。

資産経営課

下地 60代 男性 ○
人口減による減収を言っているが、企業誘致などの税収アップの考えはない
か？

豊橋三弥地区における工業用地の整備や企業
立地優遇制度の拡充など企業誘致に向けた取
組みを進めています。

未来創生戦略室
産業政策課

下地 60代 男性 ○
岡崎、豊田と比べて市民の収入の差はどのくらいあるのか？相当開きがある
と思う。

愛知県が公表している「平成27年度あいち
の市町村民所得」によると、一人当たりの市
町村民家計所得は豊橋市が約343万円、豊
田市が約416万円、岡崎市が約383万円と
なっています。

資産経営課

下地 60代 男性 ○
人口でかつて愛知県第２の豊橋市が今では５番目になっている。市がしっか
りしないといけない。

人口増は合併によるところが大きくて、合併
したところではどんどん統廃合が進められて
施設が廃止されています。豊橋市もそうなっ
ていいのか、まずはそうならないようにした
いので、事前に皆さんのご意見をお伺いに来
ています。

資産経営課

年齢校区名 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

質問等内容 担当課回答等 担当課
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1 2 3 その他
年齢校区名 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

質問等内容 担当課回答等 担当課

下地 50代 男性 ○
複合化はいいと思うが学校の門が閉まるようになったのはいろんな事件（池
田小など）があったからなので、セキュリティの面を考えると金銭的にはど
うなのかと思う。

一つの案として、例えば高齢者の方は孫を見
ることに生きがいを感じるという意見もあ
り、自分たちが学校にいて子どもたちを見ら
れるほど幸せなことはないということで、老
人福祉センターを小学校に入れたとすると、
子どもを見られると同時に子どもたちを見守
ることも考えられるのではないかと思ってい
ます。

資産経営課

下地 50代 男性 ○
（小学校と老人施設の複合化事例について）小学校の場合だと高齢者では盾
にはならないと思う。

盾にするつもりは全くありません。皆さんが
学校を見ている、地域のことを考えているこ
とが抑止力になると思います。

資産経営課

下地 60代 男性 ○
４０年先に子どもたちは学校に来るのか。塾へ行かず、家庭でやっているの
で（勉強を）、学校がどういう形態になるのかを考えてもらいたい。

子どもが来なくなれば、学校自体不要になる
と思います。その点については文部科学省も
指針を出していません。

資産経営課

下地 50代 男性 ○ 学校に入れるとしたら（複合化するとしたら）何を入れるのか？

考えているのは市民館を入れて学校の休み中
は家庭科室や図工室、パソコン室などを使っ
ていただけたらいいなと考えています。学校
教育法の制限はありますが、できることを考
えていきたいと思います。複合化すると共
に、施設を有効活用することによって機能の
拡大をしたいなと考えています。

資産経営課

下地 70代 男性 ○
高齢者が増えることによって需要が増すデイケアセンターなどの老人施設を
入れたらどうか。高齢者が子どもたちと接することができて時代にマッチす
ると思う。また、進学塾を入れたらどうか。

具体性はなくても、こういうものを入れたら
どうかという意見をいただきたいと思いま
す。

資産経営課

下地 50代 男性 ○

（校区市民館は）使い方がよくわからない。自治会長として５年目だがよう
やく使い方がわかった。どういう手続きが必要でどういうことに使えるのか
がわからないと思う。その点地区市民館は館長などがいるので聞くことがで
きる。校区市民館の主事は12時30分から17時30分までなので、仕事帰り
に寄っても誰もいない。町内で集会をやろうとしても、結局どこかに集まっ
てしまったりという形になってしまっている。

それはよく言われます。現状の課題を見直す
ことで改善できるものがあれば、稼働率を上
げることができると考えます。

資産経営課

下地 60代 男性 ○

例えばこんなことに使えるというメニューのようなものがあるといい。ス
ポーツ吹き矢とか全国的に子ども食堂とかあるが、近所の人に話を聞いた時
に「じじばば食堂」ができるといいのにねということだった。高齢者の一人
暮らしが増えているので、市民館に集まって食事をしたりできるといいと思
う。高齢者に使ってもらう方が可能性がある。

稼働率が高いところは、理由の一つとして
サークルがたくさんあって活発ということが
あります。どういうサークルがあるのか、生
涯学習課に問い合わせていただければ、紹介
することは可能です。

資産経営課

下地 70代 男性 ○ 高師にはたくさんのサークルがあるので、どんなものがあるか知りたい。

サークルが多いところを見ていただいて、こ
の地域で何ができるかということを考えてい
ただきながら、居場所づくりということで
色々やっているので参考にしていただきたい
と思います。

資産経営課

下地 70代 男性 ○
（地域で実施しているサークル活動について）原材料費程度なら大丈夫か？
全部無料で行うのか？

地域住民の方が自主的に行う各サークル活動
の費用について、材料費を参加者に負担して
もらっても問題はありません。

市民協働推進課
生涯学習課

下地 70代 男性 ○ 材料費を取るだけなら営利目的にはならないか？
材料費など実費だけの徴収であれば営利的行
為にはなりません。

市民協働推進課
生涯学習課

3 / 4 ページ



1 2 3 その他
年齢校区名 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

質問等内容 担当課回答等 担当課

下地 50代 男性 ○
老人福祉センターの向こうに建物があるが、センターの館長さんが住んでお
られるという話が昔あったが、それが無くなると駐車場が広くなって便利に
なるのだが。

昔の宿舎のことだと思われますが、館長が住
み込んでいた時代があります。今は市役所が
一時的に倉庫として使っています。現在、取
り壊す方向で調整を進めています。

長寿介護課
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