
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

前芝 60代 男性 ○

神戸、横浜など人口がとても多い市に長年住んでいたので、前芝はとても人
口が少なく、子どもも少ないと感じる。全体的には高齢化が進み、子どもが
少ないという状況であるならば、学校が空いてくるのは間違いの無い事実だ
と思う。そういうところをデイサービスなど老人の方が活用できるように、
また保育の待機児童は少ないと思うが活用できるようにしていく必要がある
と思う。

前芝 60代 男性 ○

前芝小学校のグラウンドは芝生になっているが、対外的に利用されていな
い。中学校はナイター設備があってクラブチームが使っている。せっかく芝
生といういいものがあるので、地域の方など他の人が使えるようにする必要
があるのではないか。芝生の管理は大変だと思うが維持管理コストがかかっ
ているので、（活用を）考えてもらいたいと思う。土とは違うので希望する
人も多いと思う。

前芝 60代 男性 ○

前芝校区市民館は立地が住居地域から離れていてお年寄りが来れない。来て
もらうためには、コストはかかるが地域を巡回するなどアクセスを良くする
ことが必要だと思う。コミュニティバス（1日6本）を活用するのも手だと
思う。

前芝 60代 男性 ○
石巻の老人福祉センターは道を入ったところにあり、バス停を作ったが、前
芝校区市民館はコミュニティバスのルートから離れているので（ルートに含
めるのは）難しいのではないかと思う。

前芝 60代 男性 ○
前芝校区市民館では長寿介護課の講座が定期的にあるが、他の部署も講座を
月に１、2回開いてくれれば、年間で数百人は利用者が増えると思うので市
の方で考えてもらいたい。

前芝 60代 男性 ○

前芝校区市民館の和室を老人憩の家の機能として無料で使わせてもらってい
る。老人が和室が使えない時に他の部屋を使いたくても利用料が上がってし
まったので、そういう場合は安く使わせてほしい。全額免除とは言わないが
せめて半分になれば。利用料を気軽に上げたり下げたりできないだろうけど
も利用しやすいようにして欲しい。少人数の利用だと利用料の負担が厳し
い。

前芝 70代 男性 ○
つつじが丘校区市民館をよく利用するが、その校区の人が申し込めば無料に
なるが、前芝は有料であるので使いづらい。利用を増やすためには安くした
方がよい。

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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前芝 60代 男性 ○
前芝校区市民館の本の貸し出しについて、中央図書館で借りた本を前芝で返
せるような仕組みがあるとよい。

前芝 60代 男性 ○
前芝校区市民館の本の貸し出しは手作業で行っている。本は向山図書館から
来る。オンラインでリクエストは可能であるが手作業とのギャップがあり利
便性が悪いので改善してもらいたい。

前芝 60代 男性 ○ ○

前芝校区市民館などは豊川市との境界上に建っていて市外に隣接しており、
施設の南しか地域がない（立地が偏っている）ので稼働率が低くなってい
る。マッサージの椅子などに座って会話している方がいるので、憩いの場が
１階フロアの方にあると良い。一方で、中高生が学習してたりするので静か
に静かにということもある。校区市民館に老人施設の機能を複合しているが
活かしきれていない。そのため、小学校などが空いてくるのであれば、老人
施設の機能か市民館の機能のどちらかを移せるとよい。

前芝 60代 男性 ○ ○

本地域意見交換会は、市内51校区の最後の開催であり、本年度末押し迫っ
た時期の開催である。この地域意見交換会で出された意見、要望等につい
て、豊橋市はどのようにまとめられ、扱われるのか。
まとめ方の希望例として、集約表を作成し、①意見・要望事項、②現状分
析、③今後の対応・措置の区分でまとめたらどうか。

前芝 60代 男性 ○ ○

前芝児童クラブの場所が小学校の校舎内にあるが、来年度の希望児童数が定
員40名を超過し、12名が落選したと聞いている。これまで選考漏れがな
かったため全員受けてくれると思っていたが、保護者は落選に戸惑ってい
る。
予算面もあるが、児童クラブスタッフの増員措置と、小学校施設内前芝児童
クラブ室の拡充が必要である。

前芝 60代 男性 ○ ○

中消防署前芝出張所は来年3月に完成すると聞いている。前芝出張所は、日
色野町内にあって日色野町住民には最も身近な公共施設となり、また、出張
所の建物は日色野町内で最も高い位置となる。このことから、ぜひ、日色野
町を始め、地域の避難場所に使えるようにして欲しい。

前芝 60代 男性 ○ ○
地区市民館（20）と校区市民館（51）の数が多く、使い切れていないと感
じる。費用対効果の面で無駄が多すぎる。既存の公共施設を活かしていくこ
とには大賛成で市の考え方や取組みは大いに進めてほしい。
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前芝 60代 男性 ○ ○

・個人が購入し、読み終えた書籍は保管に困っている。資源回収に出すには
もったいない。地域の図書館として、各家庭で保管してある書籍を持ち寄
り、気楽に読書できるよう、「まちの文化化」※に役立つようにしたらどう
か。（市民館では個人の寄贈図書（古本）は受け取らないため）
※「まちの文化化」は私が使っている言葉で、小さなことであっても、こん
なところにも「文化が感じる」ことが、まちをつくり、地域をつくり、人間
を豊かにさせる。そうした観点から文化を感じられる配慮、考慮しようとい
うことです。
・市民館にも料理教室ができる部屋があるが、毎日毎日使われているわけで
はない。学校の料理教室は空き教室ではないが、授業のない時間帯に開放し
たらどうか。また、書道教室、舞踏教室とか、地域の文化振興に役立たせる
ようにできないか。

前芝 60代 男性 ○ ○

・市民館の使い勝手が悪すぎる。市民館を長くきれいに保ちたいのは分かる
が、生涯学習の場、憩いの場、文化活動の場として何を中心においているの
か分からない。市民館は、社会教育・生涯学習の拠点であるべき、年寄りに
は年寄りの集まりたい何かを設けてあげないと、わざわざ市民館まで足を運
ばない。
・学校と地域と市民館の連携の中で、毎日、あるいは毎週、さらには毎月、
何かをやっているというわくわく感がないと人は集まらない。

前芝 60代 男性 ○ ○ ※老人サークルに活用（囲碁、将棋、麻雀etc.）

前芝 70代 男性 ○ ○

空き教室を放課後に地域の年寄りやボランティアに開放するようにすれば、
児童クラブをあふれてしまった子の居場所ができる。（理由）前芝小学校内
に児童クラブ室はあるが、指導員が2名でスペースも限られているため、学
童保育に新一年生が入ってくると、高学年生から締め出され、親が困ってい
ると伺いました。市側の回答は、予算が限られているため、指導員は増やせ
ないとのことです。

前芝 70代 男性 ○ ○
営利を伴わない学習会や自己啓発活動は、利用料を無料にするか大幅に下げ
る。私が利用している、つつじが丘、新川、飯村等の市民館はほとんどが無
料でした。
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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

前芝 60代 男性 ○

前芝学校は、小学校と中学校の校舎が別で保育園も並んでいるが、運動場が
結構狭い。今後校舎が一つ（保育園も含めるかもしれない）になれば運動場
も広くなると思う。豊橋市内の他の地域では小学校と中学校が大体別になっ
ているので、こんな環境的にいい地域はない。前芝の次（小中一貫校）に関
して市の方針はどうか？

今のところ特に計画はありませんが、複合化
については地域の状況をみながら進めていき
たいと考えています。

教育政策課

前芝 60代 男性 ○

田原市は学校の統合が進んでいて、統合して高台に移転する学校が何校かあ
るというのを新聞記事で見た。田原市は市の予算が裕福で市民が優遇されて
いると思う。豊橋市でも海抜の低い地域があるが、このような考え（移転）
はないということでよいか？

田原市を含め、先進事例を勉強していきたい
と思います。

資産経営課

前芝 60代 男性 ○

下条や賀茂の小学校は学級数が少なく、1学級の人数もすごく少ないと聞い
ている。1学級20人いないような学校がたくさんあり、まちなかも人数が少
なくなっていると思うが、交通面も考慮した統廃合など今後をどのように考
えているのか？

学校の統合については、対象となる学校、時
期、方法など具体的には決まっていません
が、一つの目安として、複式学級が見込まれ
る場合、保護者や地域の皆さまにご意見を伺
いながら統合に向けて検討していきます。

教育政策課

前芝 60代 男性 ○

前芝校区市民館は、憩の家と市民館を合体した機能にするということで建設
委員会で話をしてきた。ヘルストロンはあるが、憩の家の機能が消えてし
まっているように感じるがどうなのか？
高齢者が行ってみたいと思えるような器具がないと梅薮町や前芝町からはな
かなか来れないので、魅力がある器具（フットマッサージなど）を設置する
と利用者が増えると思う。

現在、前芝校区市民館には憩の家の機能とし
て、ヘルストロンとマッサージチェアーがご
ざいます。新たな器具の設置についてはご意
見として承ります。

市民協働推進課
長寿介護課

前芝 60代 男性 ○ 豊橋市では（保育園の）待機児童はいないのか？

平成30年4月1日時点では、待機児童はいま
せんでしたが同年10月1日時点では3名でし
た。平成31年4月1日時点の待機児童数は現
在集計中ですが、生じていないものと見込ま
れます。

保育課

前芝 60代 男性 ○ 市内で空き教室を利用している学校はあるのか？
１２校の小学校で児童クラブに利用している
他、防災倉庫に利用している事例もありま
す。

資産経営課

前芝 60代 男性 ○ 具体的に複合化していきたい施設はあるのか？
まず第一には多くの校区にある市民館が考え
られますが、その他校区にある施設も地域の
状況によっては可能であると考えています。

資産経営課

前芝 60代 男性 ○
老人福祉センターには法定耐用年数を越えている施設もあると思うが、新し
く更新するとか学校に入るとか考えはあるのか？

基本的には80年を目標耐用年数として長寿
命化していく考えですが、既に50年を越え
ている建物については状態を見ながら判断し
ていきたいと思います。

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

4 / 4 ページ


