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豊山町第５次総合計画策定のための 
 

町民討議会議 
 

～みんなで考えよう！豊山の未来～ 
 

【開催記録】 
  

資料３－２ 

 



1 

１．実施概要              
（１）会の目的 

第５次総合計画づくりにあわせて、様々な世代の町民を対象に、将来のまちづくりの

あり方や、施策内容に関する意見・提案等をいただく機会として設定します。また、本

会議への参加を通じて、将来的に協働のまちづくりに参加するきっかけとしていきます。 

 

（２）進め方など 

この会は、テーマを設けた「グループワーク（ワークショップ）」方式で進めます。ワ

ークショップとは、何かについてアイデアを出し合い意思決定をする集まりで、会議の

一種です。ただ、“会議”といっても、通常の堅苦しい会議というわけでもありません。 

わかりやすく言うと、ゲーム的な要素を取り入れ、居間でくつろぐような雰囲気で楽

しみながら会議をすることであり、こうした雰囲気の中で、参加者が自由に意見やアイ

デアを出し合い、話し合いをしながら、その成果を参加者自身でまとめあげていく検討

方法が「ワークショップ」です。 

 

ワークショップって、こんな感じ・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポストイットを使った「意見カード」を作ることで個人意見を
吸い上げ、ＫＪ法※やデザインゲーム※、シールゲーム※等の手
法を用いて意見を集約します。 

意見カードを模造紙に貼り、わかりやすく整理します。 
各回の最後には、模造紙を使って参加者全員で検討した内容を
発表しあいます。 

＊ＫＪ法：類似する意見をグループ化しながら一つの方向性を導き出す方法。 
＊デザインゲーム：提案内容をイラスト・写真化し、紙面上にレイアウトしな

がら、より詳細な検討を行う方法。 
＊シールゲーム：シールを使った投票を行い優先順位決定する方法。 
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◆会議の構成など 

参 加 の 皆 さ ん 

・無作為抽出による参加依頼(2,000 名)にご返信された皆さん 

 

グ ル ー プ ワ ー ク 

●検討テーマ 

・グループワークにあたっては、以下のテーマに分かれて行います。 

 

検討テーマ テーマに含めたいこと 

ひと 子育て、教育・文化、健康・福祉、コミュニティ など 

まち 
住宅、生活空間、みどり、防犯・防災、環境・エネルギー 

など 

産業 空港まちづくり、しごと、観光・交流 など 

 

 

●会議の進行 

・各グループごとで、参加される皆さん同志の「自由な話あい」によって進めて行き

ます。 

・なお、会場ではサポーターが巡回し、グループ内の進行のお手伝いをします。 
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◆町民討議会議全体のながれ（予定） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・豊山町の将来像を検討 

基本構想（案）への反映 

・現在の豊山町をどう思うか 

・「まちづくり」の事例につい

て学ぶ 

若者限定 (U22) 

（１回） 

豊山町の魅力を高めるためのま

ちづくりアイデア 

・協働のまちづくりの検討 

・計画推進のための意見提案 

総合計画の推進へ 

第１回 

「豊山町に暮らしていて気になること」 

「豊山町を「いいね！」と思えるまちにする

ために」 

第２回 
「将来の豊山町のイ
メージを語ろう」 

（仮）第 3 回 

「豊山町がかがやく未来をつくるために 

特に頑張ること」 

」 

（仮）第４回 

「まち・ひと・しごとの分野を超えて 

総合計画に取り組むためのアイデア」 

（仮）第５回 

「総合計画を町内外にアピールしよう」 

平
成
３
０
年
度 

次
年
度 
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２．開催経過              
【第 1回】 

日時 平成 30年 1２月１日（土） 午前 10 時から午後４時 30分 

場所 豊山町役場 ２階 会議室１・２ 

テーマ 豊山町の現状と「いいね！」と思えるまちにするために 

10：00～ 

 

●開会・ごあいさつ、事務局紹介など 

●「総合計画」のご説明と「町民討議会議」について 

 

10：20～ 

 

 

10：30～ 

 

 

●スタートアップ！ 

アイスブレイク（10分） 

・みなさんで自己紹介 

「いいね」と思えるまちってなんだろう？  

・まちづくりの事例紹介 
 

12：00～ ＜昼食休憩＞【60分】 

13：00～ 

13：15～ 

 

 

 

 

 

 

○本日のグループワークについて 

●グループワーク 

『豊山町の良いところ（強み）・悪いところ（弱み）を探る』（約 100 分） 

① 「意見カード」の作成 

  

② 意見の提示・整理 

  

③ グループ移動【20分×２回想定】 

 

④ 元のグループに戻って意見の共有 

15：00～ ○本日の成果の発表（全体） 

・発表者の選定、発表内容の整理 

・発表・意見交換 

16：00～ ●閉会 

・次回（翌日）のご案内など 
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最後に元のグループに戻って「意見カード」を確認、整理 
下の図を参考にして、話し合いながら、模造紙に出された意見内容を分類・整理してみましょう！ 

 

 

 

「意見カード」の発表 
意見カードを模造紙に貼

りながら内容を発表します。 

 

「意見カード」の作成 
あなたからみた豊山町の良いところ、 

悪いところはどんなところですか？ 

 

 

「グループ」を移動して 

意見交換 
 

他のテーマのグループに

移動して、さらに意見を

だしましょう。 

 

 

グループワーク実施要領 

 

良いところ・悪いところを洗い出そう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「良いところ」 「悪いところ」 

４ 

●●〇〇 

■■■ 

△△△ 見出し（意見のまとめ） 

〇〇〇〇 

◆◆◆◆ 

1 2 

「悪いところ」 

「良いところ」 

「桃色」 

「青色」 

話し合い結果の共有 
グループで話し合った成果について皆さんに発表します。 

○魅力的なところ 

○自慢・誇り 

○好きなところ 

○他には無いもの 

・改善したいところ 

・嫌いなところ 

・足りないもの 

・他より劣っている 

ところ 

３ 

ひと 

まち 

産業 

１回目 

２回目 

また元に 

戻る 

※移った先のグループでは、い

いと思った意見に●シールを

付けたり、思うことを付箋紙

に書いて貼り付けましょう 

「なに」が「どう」良い

のか悪いのか、短めに、

他の人にもわかりやす

くお願いします 
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【第２回】 

日時 平成 30年 1２月２日（日） 午前 10 時から午後４時 30分 

場所 豊山町役場 ２階 会議室１・２ 

テーマ 将来の豊山町のイメージを語ろう 

10：00～ ●開会 

●昨日のふりかえりと本日の内容 

10：20～ ●グループワーク 

『将来の豊山町のイメージを語ろう！』 

ステップ 1（100分） 

〇良いところを伸ばし、悪いところを直すには？ 

① 「提案カード」の作成 

 

②「提案カード」の発表、分類・整理・追加 

 
 

③シール投票 

 

12：00～ ＜昼食休憩＞【60分】 

 

13：15～ 

●グループワーク 

ステップ２（90分） 

〇将来の豊山町のイメージを考える 

・「ワークシート」の作成 

 

15：00～ ●成果の発表 

・メンバー全員から発表 

 

16：15～ ●その他～閉会 

・今後の総合計画策定のご案内など 

・会場アンケート等 
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「提案カード」の分類・整理（模造紙） 
・下の図を参考にして、内容を端的に表すよう、「見出し」をつけましょう！ 

 

 

 

「提案カード」の作成 
 

 

グループワーク実施要領 

 

 

良い点を伸ばし、悪い点を直すためには？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

２ 

1 

（シール投票） 

整理した提案カード（見出し）の中から 

特に重要だと思うものを３つまで選んで 

●シールを貼ってください。 

３ 

見出し 

具体的なアイデア・提案 前日の発表内容を思
い出し、ポイントにな
る意見をふまえて、必
要な取り組みを提案
してください。 

■■■ 

〇〇〇 

〇〇〇〇 

●● 

● 

■◇◇ 

××× 

〇〇■■ 
△△△ 
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ワークシート作成要領 

 

将来の豊山町のイメージを考える 

 

 

 

 

  

将来の豊山町のイメージ 
 

 

 

将来のすがた 

（例えば・・）「ことば」のイメージ 

豊山で働く人が増えたり、そのまま、まちに住み始めた

りして、まちなかに若い人を多くみかけるようになってい

ます。 

そして、豊山に働きに来たり、空港に集まる人が、豊山

のまちなかにあふれ、にぎわいの絶えないまちになってい

ます。 

 

（例えば・・）「絵」のイメージ 

活かしたいアイデア  
（例えば・・）企業誘致の継続 住宅の整備 

空港周辺まちづくりの推進・・・ 

メンバー個々に、午前中に

出した提案、アイデアを進

めることで、こんな「豊山

町」でありたいという姿を

「ことば」や「絵」であらわし

ます。（※ことばや絵はど

ちらかで構いません） 
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将来の豊山町のイメージ（ワークシート） 

活かしたい 

アイデア

は？ 

 

 

 

 

 

 

将
来
の
す
が
た
は
？ 

こ
と
ば 

A 

定

型 

『（主語）                  』が 

『（どうなって）                』、 

『（どんな）                  』な 

まちになっています。 

B 

自

由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

絵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A～C 欄からあなたが「やりやすい」欄を使ってくださ

い 
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３．グループワーク成果のまとめ 
『豊山町の良いところ（強み）・悪いところ（弱み）を探る（第 1回） 

 

 

 

  

【ひとA】
見出（括り） ●の数 追加意見 ●の数 良いところ ●の数 追加意見 ●の数 悪いところ ●の数 追加意見 ●の数

福祉 2 元気な老人が多い。 2
タウンバス　高齢者の方は無
料にするといい。

3 福祉施設が尐ない。 2
人口の割にはあるのでは。ス
タッフは尐ない。

小中学校が協力して福祉体験
やボランティアに参加してい
て良い。

1
在宅にいる老人を定期的に見
回って欲しい。

1

子育て教育 1

町外に住んでいる子・孫へ
の支援がない。勤めている
ので保育園とか利用した
い。将来その子たちが住む
かもしれない。

進学率が高い。 2 電車が通ってない。 2

小学校が多すぎる。
３校でちょうど良いと思いま
す。 1

青山から志水までの距離を考
えると、小学生の足では３つ
に分かれてある方が安全だと
思います。

学校の先生は生徒への思いやり
が強い。

1
タウンバスのバス停の場所がわ
かりづらい。変な場所にある。

1

ソーラーパネルを利用して、
夜間ライトアップをしてバス
停がわかるよにすると安全面
でも良いと思います。

1

学校行事に対して、両親の参加
率が高い。

3 高校以上の学校がない。 4 高校もない。 1

小学校でのどじょうずし作りが
楽しくて良かった。

2
空港関係の専門学校があって
も良いですね。

1

交流 1

尾張中部地域にかたより
小牧市や春日井市や名古屋
市との交流を増やしてほし
いと思います。

エアポートのイベントで人が他
県からも来てくれる。

1
コミュニティ　別の市・町から
来た人々がもともといる人と仲
良くなるきっかけが尐ない。

行政への問い合わせ、メー
ルで出来るようにしてほし
い。勤めていると電話する
時間が限られる。

4
コミュニティ―今回の討論会議
と人が集まった事。

古くから住んでいる人と新しく
入ってきた人とのコミュニケー
ションがない。

2

スマホ、グーグルマップで
訪れる町外の人にタウンバ
スから名古屋市営バスなど
へ利用できるように伝えて
欲しい。

2 街を代表する祭がない。 1
とよやまDEナイトは？代表で
は。

4

伝統文化を持続させる。 4
10月に秋祭りがあります。伝
統行事です。

2

豊山DEナイトの手筒花火が素
晴らしい。

土地持ちの独身者の増大顕著
（男・女ともに）

3 婚活パーティーをする。 5

【ひとB】
見出 ●の数 追加意見 ●の数 良いところ ●の数 追加意見 ●の数 悪いところ ●の数 追加意見 ●の数

教育・文
化

中学校の設備がいい。（楽
器などがたくさんある）

1

中学生以降のサポートが不
十分。

大学生へのサポートがな
い。

2

中学校にナイターがあるの
はいい。

大学生に無利子の奨学金
を。

1

図書館の蔵書が古いものが
目立つ。

子育て 子供の診療科が無料。 4

保育園・幼稚園の送り迎え
が近隣住民に迷惑。

1

コミュニ
ティ 町全体がしずかな所。町自体小

さい。町に飲食店が尐ない。

新しく豊山町に住みだした人と
前からいる人のコミュニティが
尐ない。

3

文化的・健康的なコミュニティ
は他の町より多いのではない
か。

町民運動会にぎわい、一緒
に。

1
川がなくなり水が悪い。水の流
れが悪い。

ファミリーサポートセンターが
あること。

幼児の子育てサポートが充
実。

2 豊山町専用の病院が尐ない。

隣の小牧市、名古屋市に大
きな病院があるが、タウン
バスを名鉄小牧線（本数が
多い）につないでほしい。

コミュニティも明るくて良いと
思います。

1
地域コミュニティー、声掛け
がない。

歩いてお店をまわるイベントが
あること。

健康
高齢者の老人会の活動 2

健康な高齢者の表彰で意識改
革。

健康体操等の健康づくり。 検診が充実している。 2

健康体操で元気です。世界がか
わります。

ジムができた。 1

健康診断、健康づくりの充実。 1
健康を維持のための運動補
助。
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【まちA】

見出 ●の数 追加意見 良いところ ●の数 追加意見 ●の数 悪いところ ●の数 追加意見 ●の数

空港
空港関係の施設が有るのに、それをう
まく利用していない。

1

小牧空港からエアポートへの移動。

飛行機、FDAしかない。

イチロー会館とエアーポート、空港
ミュージアムを一体に。

航空ミュージアムの中身が尐ない。料
金を払いすぎた感じがする。

ライトな層の興味を引くには展示内容
が弱い。

みどり シンボル的なみどりが無い。

住宅地に緑が尐ない。

公園等の空間が尐ない。 1

学校
航空専門学校の誘致等があると良い。
立地条件が良い。

小学校のなかよし会、緊急預かりをし
てもらえない。

道路 住宅と道路の空間がせまい所が多い。 1

車がないと不便を感じる。 2

交差点に防犯灯が尐ない。 1

街が管理する歩道の植木の管理がずさ
ん。

1

小学校分団の通路の見直しが必要。

基幹道路整備計画がない。

歩道の犬のフン、掃除ができていな
い。

R41をはさんで町が分かれている気がす
る。

雤水（道路）、排水が悪い？蚊が多
い。

北名古屋ー豊山（Yストアー）間に道路
がない、又橋がない。

住宅地区の道路整備されていない。
（豊山全地区）

自転車のマナー、乗る人が多く、歩道
を走る時危ない。

道路がせまく、他町村との接続が悪
い。

道路が入り組んでいて、行き止まりの
道がかなりあること。

狭い道、一時停止しない、危ない。

歩道のタイルがはずれていて、危な
い。

【まちA】
見出 ●の数 追加意見 良いところ ●の数 追加意見 ●の数 悪いところ ●の数 追加意見 ●の数

自慢 イチローさん実家・記念館あり。

ゴミ回収が確実に実施されている。
キャットテレビ、地域の情報発信。
市場（卸市場）、新鮮な食べ物。 1

他の市町村と合併しないで一つの町
でがんばっているところ。

1
西春日井郡なのに豊山町しかな
い。ガンバッテるから住所の西
春日井郡を省略して。

名古屋市に出るのにタウンバスで行
けるところ。

1

田んぼや畑などほどよい田舎。

豊山スカイプール、規模も料金も
ちょうど良い。

1

町内行事 イチロー杯がある。
フェスティバルがある。
キャラの地空人ががんばっている。 1
地空人くん、かわいい。 1

施設
町内に施設が整備され
ている。

町内、短時間で役場や保健センター
等利用できる。

社教センター内のホールをもっと
利用したコンサート等ほしい。

1

神明公園でバーベキューや遊ぶ事が
出来る。

4
神明公園BBQエリアに日よけの
屋根がほしい。

図書室にビデオやCDをもっと置い
てほしい。

1

小中学校が福祉体験をしていてすば
らしい。

1 図書館、きれいな本が無い。

他の町とつながりがある。（南知多
とか…）

ゴミステーション、場所がせま
い。

子育て医療が高学年まで有る。 1 総合病院が町内に無い。 1

運動会の景品が良い。 1
障がい者の方が相談出来る相談支
援センターが無い。

町立→保・小・中近くにあり、まと
まりがあって良い。

1

映画館が町内にある。 3
町民割りがある。シルバーの
み。（証明証等必要）

飛行機空港 飛行機が見える公園。
自家用車を長く止めておけるの
で、ビジネス利用に便利。

三菱重工、名古屋空港、小牧基地、
飛行機・ヘリ・戦闘機が身近に感じ
られる。

FDA利用、サービス券がある。 1
空の日に町民イベントがある。
FDA（飛行機）、移動が簡単。
空港が有り、飛行機を見る事が出来
る。

1

飛行機の騒音が尐ない。
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【まちB】

見出 ●の数 追加意見 良いところ ●の数 追加意見 ●の数 悪いところ ●の数 追加意見 ●の数

町の特性 古い建物（神社等）残っている事。 ありきたりである。

程よく田舎。程よく町。

永遠に 名古屋じゃない。 1 河村市長のポリシーとの距離。

交通 幹線道路が広い、近い。 1 外乱が入りやすい。

タウンバスが安くて早い。 2

名古屋市内に近い。 1

一町完結
まちに施設が多く、周辺だけで色々とすま
せられる。

1
大きい病院ない。

公園やアピタなど子供の遊び場が多い。 2

飛行機・AirPlane MRJがある事。 1

飛行機が見える事。 1

目標達成 土地利用度が向上。
第4次計画達成評価、部分的に達成してい
る所はある。

目標が個性に欠ける。

人口が増えた。 個性がある。

前期計画、人口プランが達成された。 1

ニャン's 保護猫、地域猫、活動あるのか。 アライグマ、外来種の侵入。

動物病院がない。 1

野良猫の避妊等の助成がない。 3

良くも悪くも 小さい事。 1 小さい事はいい。

自然破壊（減尐）
発展に伴い緑が多くなくなった。今後対
策は。

緑がなくなっている事。 土木工事をもっと活発に。

自然が減っている？田畑が住宅に変わっ
てきている。

1

年々蛙の歌が尐なくなってる。

防犯 裏道の夜間の街灯。 1 防災グッズの支給。

防犯カメラが尐ない。 2

主婦 地域共生、欠。

資源回収が毎週じゃない。 2

犬の飼い主に道路の清掃を割り当ててほ
しい。吸い殻、便がひどい。

交通 交通機関が尐なく車がないと不便。 3 タウンバス尐し高い。

交通の便が悪い。 公共機関の乗り入れ無。

駅がない。 道路の維持管理をしっかりと。 1

伝わらない
第4次計画、評価の透明性が欠してい
る。知らされていない。

町のHPが分かりにくい。

目標、アーバンビレッジの姿が町民に知
らされているか。

示唆出来ていればいい。

ゆるキャラ。

その他
町おこし、行政と地域の連携不足。行政
の目的が明確でない。

ネットのハザードマップに住所地名を入
れると海抜〇ｍとわかるようにしてほし
い。

空の利用頻度低い。

【まちA】
見出 ●の数 追加意見 良いところ ●の数 追加意見 ●の数 悪いところ ●の数 追加意見 ●の数

道路
春日井ー豊山間の県道がせまい（2
車線でない）。

最近「トビシキ草（外来？）」が
多く、空地堤防を散歩出来ない。

神明公園と41号を接続する幹線道
路がない。（三菱の北口と接続し
ていない）

直接41号に出られる道路はないけ
ど、出やすい道路はある。

防災
地震時の情報、身近に情報が受け
取りにくい。

1

一人暮らしの方々の安全が保たれ
るセキュリティシステムがない。

2

防犯、ドロボウなど町内放送（早
い情報）

1

バス
隣接する市（春日井、小牧）に直
接行けるバスがない事。また本数
が尐ない。

1

旧市街地の道路が整備されておら
ず、細やかな配慮をしてほしい。
タウンバスの増設や工夫をしてほ
しい。

コミバス、空白地域をどうする。

市バスが無い。
名古屋市ではないから、市バスが
町の中心地に乗り入れていないの
は当然。

名古屋市に出るのに、小牧線に乗
れる電車が早い事。名鉄小牧線に
乗れるタウンバスを増設してほし
い。

1
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【産業A】
見出 ●の数 追加意見 良いところ ●の数 追加意見 ●の数 悪いところ ●の数 追加意見 ●の数

空港 ヘリでの遊覧飛行。 利用頻度尐。 民間駐車場の再利用
空港がある。 2 空港、みやげ売場、しょぼい。

航空立地。
地空人のキャラを飛行機にスタン
プしてほしい。

空港が有る。 1

MRJ。 1
MRJ MUSIUMがopenした。
MRJ製造。 2

アクセス 町民であればFDA割引で乗車できる。 1 交通の便が悪い。 1 タウンバス定期券。

アクセス性高い道路。
空港からエアポート、移動できな
い。

タウンバス。 交通手段が車のみ。

自立性ある事業。 タウンバスの本数。 1 タウンバスの時間。

タウンバスの区間。

コンパクトな経営スタイル。
データーを取ってもらって、もう
尐し遅い時間も走って欲しいです
ね。金曜日の夜とか。

町内ICがあり、東西南北のアクセスに
便利。

観光

ブーンの中に喫茶コーナー
（カフェテラス）があると人
が増えると思いますね。 三菱重工（見学）大企業がある。 1 宿泊施設が尐ない。

エアフロントオアシス、町外への
情報発信。

映画館にスターが来てくれる
と良いですね。

神明公園、BBQ広場あり。小児も遊べ
る。

2 レジャー施設。

滑走路の見える映画館。 1 観光スポット尐ない。
スカイプールのスライダーがあって子
供達に人気。

2 国際性低い。 新型飛行機、テスト飛行情報。

市場がある。
北部市場があるので寿司が美味しい。
エアポートウォーク内でアイドルを呼
んでステージしている。
イチロー。 2

交流 濃密な交流可能。 犯罪が多い。 1
豊山交番ひとつのみで、もっと活
用してほしい。

ホームスタティ最適。 会社どうしの連携。

尐年野球イベント。 1
イチロー杯はいいと思います。そ
ろそろプロの子が出て欲しい。

豊山町唯一の物がない。

伝統文化の継承。
どじょうめしとはっしょ芋があり
ますよ。

空港を活かした観光スポットがな
い。

エアポートウォークは空港を活か
してると思います。

特産品がない。

面積が狭い、参入において。
外から入りづらい。
多様性に欠ける。
よそ者意識の壁（事業参入）。 2
目立った観光スポットがない。

その他 震災対策が欠如。

【産業B】
見出 ●の数 追加意見 良いところ ●の数 追加意見 ●の数 悪いところ ●の数 追加意見 ●の数

交流
大企業や様々な会社があるので、人が
集まりやすくなっている。

三菱との祭がなくなった。

航空産業が充実している。 大企業をいかせれてない。

スポーツの交流が出来ている。 1
施設はあるのに、公共交通のアクセス
が悪い。

1

社教センターに大きな場所はある。 1 筋トレルームがない。 1

モロッコ王国とのフレンドシップを活
かせていない。

桜並木が伐採されてしまった。

空港
あいち航空ミュージアム、滑走路に面
している点、撮影スポットがある。

あいち航空ミュージアム、屋上テラス
の滑走路側が金網フェンスなので、写
真をとりにくい。アクリル板等にでき
たらいいと思う。

空港がある。 1
空港の展望デッキの終了が早い。（22
時くらい開いていると夜景キレイ）

他県の人々が来てくれることで、豊山
町全体だけでなく、愛知県の観光にも
役立っている。

神明公園周辺に施設がない。
MRJの入館券がネットしか購入出来
ない。（年配に対応していない）

飛行機を近くで見ることが出来る。 2 空港が地味。
空港ミュージアムの展示の整備要
（充実を）。

名産 どじょうがまずい。 1

豊山名物の食べ物がない。どじょう？
（スイーツ、食事）

3

豊山に商店街がない。

ふるさと納税が充実していない。（還
元率をもっとup）

1

観光 イチロー選手の出身地。 1
豊山で浮かぶのはイチローしかな
い。

野球の押しが足りない。 1

イチロー会館・エアポートウォー
ク・航空コミュニティとの一体を。
（線でつないだルートにする。）

外国との交流があまりない。 1

イチロー博物館の立地が悪い。 町民には入場料を割引せよ。
学生の遊ぶ所がない。
観光する場所がない。 1
おしゃれなお店がない。 1
音楽ホールがない。

北部市場のイメージがない。祭の宣伝
が弱い。（豊山にあるのに）

1

インスタスポットがない。 1

まちづくり
最寄りの駅・バス停を町角に
矢印で示す。何メートル歩い
て何分とか。

バスが多くて移動に便利。 冬のイルミネーションがない。 1

ふるさと納税、イチローグッ
ズを出してもらう。

大型商業施設があるから求人が多い。
現状アピタはやばい。ドンキーに期
待。

イオン又はビックが必要（時代的
には）。

1

イオンは、地元のお店を片っ端か
らつぶしていくからいらない。

地産地消は出来ない。特産な
い。
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良いところを伸ばし、悪いところを直すには？（第 2回） 

※（白枠）良いところを伸ばす意見、（網枠）悪いところを改善する意見 

※赤丸シールの数は、意見末尾に（数字）で記載 

 

【ひと】（A・B合成） 

 

 

 

 

 

  

（基本施策） 見出 意見・提案

12 公園・緑地 イベント
歩道・分離帯の緑は良い。→定期的（今よりも多く）な手入れ。→イベント等との組合せなど。
（歩道にかぎる）

12 公園・緑地 イベント 小路に花を植えて美しい路にする。

21 商工業 イベント 近隣地域合同で工場見学。

22 農業 イベント
（田んぼや畑が多い町）小・中学生に稲刈りや芋ほりなど体験教室に参加してもらい農業などにも
関心を持ってもらうようにする。(１)

23 観光 イベント
交流　とよやまDEナイト、秋祭り、文化財、伝統行事、シンクロしたイベント。
追）婚活イベント。

23 観光 イベント
（神明公園の遊歩道を利用）ブーンの中に「万歩計の貸出し」をつくり、「目標達成賞」のような
用紙があり、歩数を記入して持ち帰れるようにする。

23 観光 イベント
エアポートウォークや愛知航空ミュージアムなどのスペースを利用して、町民の方々の絵、書、陶
…など作品展をこまめにする。（展示スペースの確保）

23 観光 イベント 新しい観光開発。神明公園：北部市場とリンクした手ぶらBBQ。

23 観光 イベント
街を代表する祭がないので、「とよやまDEナイト」のイベントをみんなの祭りとして町民参加が増
えるような内容にする。

23 観光 イベント
豊山町の文化など新しく入ってきた人などわからないと思うので、社会教育センターなどで豊山町
の名物を主に売ったり話したりするイベントを催す。

23 観光 イベント
イベントが尐ないので、季節ごとに出来るイベントを作る。花火なら全員に知ってもらえる。
追）ブルーインパルスの編隊飛行は良いイベント。

23 観光 イベント

季節ごとにイベントをする。
追）空港の一部解放（普段入れない場所）などでイベントを行う。
追）豊山DEナイト以外でイベントをつくる。
追）イベントはあると思うが、周知されてないので、発信方法の見直し。
追）商工会でも色々イベントをしてくださっているので、もっと発信するべき、花見・夏祭りな
ど。

24 雇用・勤労者福祉 教育
就職で豊山町から出て行ってしまう人が多いので、豊山町の産業について就活セミナーなどを行
い、地元への就職を諭す。
追）地元に残れるようにつなぎたい。（専門学校）

32 交通機関 交通
タウンバス、再整備。名古屋市バスとバス停、時刻表タイアップ、リンク。（２）
追）他の公共交通機関（特に電車）とのアクセスを持つ。

32 交通機関 交通
交通の便が悪い。→レンタル自転車の活用。老人（無料化）も利用できる３輪自転車。（２）
追）駐輪場の設置。

32 交通機関
タウンバスを名鉄小牧線に乗れるようにしていただきたい。（１）
追）タウンバスの充実。

34 環境衛生 追）ねこの避妊手術の助成をお願いしたい。

52 地域福祉
総合福祉センターしいの木が町の中心近くに有るので、そこを福祉の発信地として有効に利用して
いく。

53 子育て支援 子育て
ファミリーサポートセンター、多くの人に知ってもらう。子どもが産まれたタイミングでお知ら
せ、保育園でお知らせ等。（３）
追）もっと活用したら良いし、わかりやすい伝え方も有るのでは。

53 子育て支援 子育て
子どもの診察料が無料というのは町政でおぎないきれるだろうか？
追）子育て支援の制度を学校を通して知らせてはどうか。

53 子育て支援 自治体
ファミリーサポートセンターの存在の周知。→方法等？（１）
追）個人による企業の応援。
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  （基本施策） 見出 意見・提案

61 生涯学習 教育
図書館の蔵書が尐ない。もっと見やすい見出しを付けた方が良い。CD、ビデオも非常に古くて尐な
い。（１）
追）新刉のラインナップを一部公募してみるとか。

61 生涯学習 教育
高校・大学を新しく建てるのは難しいので、趣味の学校、教育の場所なら実現可能かも。
追）町内に職を持った卒業生に金銭的助け方のシステムがあっても良いのでは。

63 学校教育 教育
高校以上の学校がないので、その分、高校生や大学生に対するサポートを充実させれば進学率upに
もつながると思います。（５）
追）通学が不便で豊山を出る人が多い。学生目線のバスの時間と本数、ルートを考える。

63 学校教育 教育
小学校同士の交流を増やすことで、中学校入学後の友人関係がより広くなり、町民（学生）の交流
強化につながると思います。

63 学校教育 教育 専門学校（航空）を誘致すると良い。立地的に良いと思う。

72 コミュニティ イベント
若い世代とシニア世代の交流を増やす。（学校行事など）
追）乗馬クラブもいっしょになるといいですね。

72 コミュニティ イベント もっと町民参加のイベントを増やしていく。避難訓練などをする。

72 コミュニティ コミュニティ
自治会に参加する人尐ない。行政の説明がない。
追）転入の時に役場から説明があるはず。

72 コミュニティ コミュニティ 新しく住み始める人に自治会の存在を伝える。

72 コミュニティ 自治体
自治体の加入率が悪いので、自治体に加入している人に加入してない人に対して呼びかけしてもら
うようにする。（知人同士）

74 行政運営 コミュニティ
新しく来た方に１年間ぐらい定期的に情報（はがき等）提供する。
追）邑社会が強すぎるので、行政が関わって欲しい。

74 行政運営 自治体 広報のレイアウトの変更→新鮮であり、スミズミまで見てもらえるのでは？

74 行政運営 自治体
アプリなどを用いる。→若い世代も参加しやすい。→参加数で賞品等。（１）
追）スマホやタブレットでも見やすいページレイアウトを考えた方がいいかも。
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【まち】（A・B合成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（基本施策） 見出 意見・提案

11 土地利用 交通 コンパクトながら密度の高い知的集約が可能。（１）

11 土地利用 住宅・生活空間 旧空港関係の駐車場の再利用。児童公園を作るなど。

11 土地利用 追）農地はそのままが良い。農地の活用。

12 公園・緑地 交通 神明公園の駐車場を増やす。（２）

12 公園・緑地 住宅・生活空間
公園、プールなどの駐車場がもう尐しあるといい。（２）
追）SNSをもっとうまく活用する。

12 公園・緑地 住宅・生活空間
神明公園を更に充実させる。アスレチックコース（ジップラインetc.）設置して、幼児・小児・大
人まで楽しめる公園にする。（１）

12 公園・緑地 生活空間 追）大山川堤防を有効に活用して緑を多くする。

13 道路
道路計画の最適化。
追）ライドオンパーク。自宅から自家用車で最寄駅、バス停まで行って、公共交通機関を使う方法
を取り入れる。

13 道路
交通混雑がひどい。
追）車道と歩道の分離。車道と歩道の高さを更に高くし歩道に突っ込まないようにする。

21 商工業 生活空間 三菱etc．の人・技術・知識の活用が不充分。

23 観光 住宅・生活空間 空港、飛行機が見えるところをいかした町づくり。（空弁大会、イベント等）

23 観光 住宅・生活空間
空港関連のイベント等自衛隊との連携したイベント等。
追）アプリ発信も若者Getにつながる。（１）

32 交通機関 交通
神明公園に駐車場が尐ないので、エアポートウォークー空港ー神明公園の直通バスがあるといい。
（１）
追）大きい公園があるから。イベントとかいろいろと活用する。

32 交通機関 交通 タウンバスの時刻表を増やし利用者を増やす。

32 交通機関 交通
バス、移動手段が尐ない。デマンド交通。
追）ピーク時に合わせて運行スケジュールの調整を。

32 交通機関 交通
アクセスが悪いのでタウンバスをもっと利便性の良いルートにする。（増便）
追）タウンバスは栄までしか行かないが、名鉄小牧線につないでいただきたい。本数も多く時間も
定時に出る。（隣町との連携が欲しい。）

32 交通機関 住宅・生活空間 タウンバスの時間の見直し。乗り場をわかりやすくする。定期を作って欲しい。

32 交通機関 住宅・生活空間
タウンバスの利用を多くする。2本／時しかないので、増便する。（時間帯による）（１）
追）アプリでバス時間。（３）

32 交通機関 住宅・生活空間
タウンバスの整備。生活時間帯に合わせた時間設定。生活基盤に対してのルート設定。町民にアン
ケート実施してみる。（１）

32 交通機関 生活空間 空港の潜在機能。

34 環境衛生 生活空間 追）道路・堤防・空地等に自生している外来のトビツキを町内全体で除去を。

34 環境衛生
地域猫の活用。野良猫を減らす。猫カフェ、猫ロード等既にやってる所多いが。（２）
追）町民の美化（清掃）活動を取り入れたら。

35 消防・防災 環境 海や山が近くにないから、津波や土砂災害の心配がいらない。

35 消防・防災 環境 防災上、消防車が近寄れない。

35 消防・防災 環境

地震対応、地域住民に浸透しているか。
追）イベントとの組合せで歩道等の雑草取り。
追）巨大地震対応が弱い。（町政上）
追）下水道の早期完成し改善を計る。

35 消防・防災 防犯 自立電源の普及が容易。（１）
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（基本施策） 見出 意見・提案

35 消防・防災 防犯・防災
備蓄の非常食、期限切れのない物優先に町民で食す。（震災訓練）
追）「お知らせ」の案内をわかりやすくする。

35 消防・防災 防犯・防災
公共施設の防災設備の充足。燃料の最低限の備蓄を。
追）災害時、どのように（どこに）行動すれば良いかの手順を示して欲しい。

35 消防・防災 防犯・防災

ハザードマップのPDFが四分割で一項になっていて見にくいので、それぞれを一項に分けた方がい
い。（１）
追）「広報」にシニア用の大きな字で作成されてあるものを作る。

36 防犯・交通安全 防犯
防犯カメラを車の通りが多い所に設置する（あいさつ）。（３）
追）防犯カメラを全体的に増やす。

36 防犯・交通安全 防犯 防犯のためにご近所づきあいを大切にする。

36 防犯・交通安全 防犯 交番、町で1箇所しかない。自警団（見える化）。

36 防犯・交通安全 防犯・防災
警察の巡回を増やす。（１）
追）豊山交番には常に1人は居て欲しい。用があって行っても居ない時がある。

51 健康づくり みどり
残っている田畑の利用。子供たちに収穫体験など。既にやってる所多いが、高齢者も役に立ってる
と思える。（５）
追）老人も健康のため、野菜作りを。

56 医療保障 生活空間 医院など、医療が充実したコンパクトシティ。

61 生涯学習 住宅・生活空間
スカイプールを発展させる。ウォーキングプール、流水プール、スライダープールに変化をつける
など。駐車場も広く。

63 学校教育 生活空間 大学・専門学校がない。

71 協働 生活空間
町民会議のあり方（方法の再検討）（１）
追）町民討議会議のブラッシュアップ必要。
追）大型テレビの場所、町政と住民の日常的懇話の場。

71 協働 生活空間 自助・共助・公助意識、全町民に普及できる。

72 コミュニティ 生活空間
高品質な町民（高レベル・高い知識）
追）町内で勉強会があっても良いですね。（会社＋町民＋行政）

72 コミュニティ 防犯 自治会の見直し、町民の顔が見えるようにする。

74 行政運営 住宅・生活空間 ケーブルテレビ以外のコンテンツでの地域情報の発信。

74 行政運営 住宅・生活空間 かわいいキャラやフェスティバルなどいい行事などをSNS・You Tubeで発信していく。

74 行政運営 住宅・生活空間 公共施設の活用方法。どの施設はどんな事ができるのか、活用しても大丈夫なのか。

74 行政運営 追）議員の成果発表会。
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【産業】（A・B合成） 

  
（基本施策） 見出 意見・提案

11 土地利用 商業 流通拠点として北部市場がある。

11 土地利用 商業 積極的誘致活動が不足しているのではないか。
13 道路 アクセス 道路整備遅れている。
13 道路 アクセス 産業（工場・物流）に対応した道路整備が遅れている。
13 道路 交通 車がたくさん通って多いのに、東西南北の信号が欲しい。（１）
21 商工業 アクセス 町の中に店があるといい。

21 商工業 観光 とよやま道の駅を作る。41号線沿いに色々な名物、情報を置いてアピールする。（３）

21 商工業 空港 航空産業が根付いて来ている。さらに関連作業の誘致をする。（２）

21 商工業 航空産業 MRJを活かす。（空の産業を活かす）

21 商工業 商業 商業施設としてエアポートウォークがある。

21 商工業 商業
大企業がたくさんある。
追）大企業は三菱重工だけ。あとは小規模。もっと誘致を。（１）

21 商工業 農業
北部市場を活用する。直接仕入れて安く売る。（ふるさと納税、スーパー、お祭り）
（１）

22 農業 農業
１坪農園を作り、みんなに貸して農園を増やす。（３）
追）１坪農地でコミュニケーションを広げる。（１）

22 農業 農業
都市部に近いので人気のある野菜作り（トマト等）とか手掛ける事ができる。
追）つくりやすく、他の地域であまり作られていないものを作り、豊山の名産にしてし
まう。

22 農業 農業 新しい栽培方法の取り入れ。（水耕、LED温室等）
22 農業 農業 農業のマイナスイメージがある。（１）
22 農業 農業 休耕田を利用する。
23 観光 観光 何か豊山町とかかる物やスポットを作る。

23 観光 観光
豊山町には航空ミュージアム、イチロー会館、神明航空館など目玉になる観光地があ
る。（３）

23 観光 観光
とよやま散歩、ランニングコース（５㎞、10㎞）を作る。古い建物やお寺を巡れるよう
な。（２）

23 観光 観光 豊山DEナイトがある。交流イベントを作る。

23 観光 観光
観光スポットがない。
追）エアーポートウォーク内も空港感を残した作りになっていて、飛行機ファンを集め
やすいと思います。

23 観光 観光
海鮮の名物料理を作る。寿司屋多い。北部市場ある。海鮮丼など。海がないけど魚がう
まい。
追）ふるさと納税、そもそも豊山町の返礼って何？

23 観光 観光
豊山名物スイーツを作る。野球に関するケーキなど。ヘルメット型、ボール型、限定品
にする。）

23 観光 観光
追）イチロー関連のものをもっと地域に宣伝すれば野球、イチローファンなどが集まっ
てくるのでは。（３）

23 観光 観光
追）イチロー観光スポットコースを作る。生家、小学校、中学校、バッティングセン
ター、寿司屋、スポーツ店、関連店舗のタイアップ。

23 観光 観光
とよやまDEナイト（７月）、産業まつり（10月）はいい企画なので、もっと宣伝に力を
入れて。（２）

23 観光 観光
良い所がばらばらにあるので、町の名物を作って、観光の方や町民の方々に、豊山と言
えばコレ！をつくる。

23 観光 観光 イチローを知らない人はいないが、会館は知られているとは思えない。
23 観光 観光 豊山町の特産品を考える（増やす）。（１）

23 観光 観光 補助金を出して、各家庭をイルミネーション化して、街全体を明るくしては。

23 観光 観光 北部市場をもっと開放する。
23 観光 観光 小さい事（エリア）をいかす。（連絡しやすい）



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（基本施策） 見出 意見・提案

23 観光 観光
北部市場を利用する！観光を目的として、市場内にカフェ・食堂・買い物エリアを作
る。

23 観光 観光

空港ミュージアムをもう尐し子供にも楽しい所にしてほしい。
追）空港ミュージアムの値段が高い。
追）施設内に各国の空弁が食べられると嬉しい。
追）MRJのミュージアム入場券は当日航空ミュージアムで販売出来ないか。空いている時
間（回）を。

23 観光 観光

インスタスポットがない。→あいち航空ミュージアムの展望エリア内に作る。カップル
をターゲットにハートの顔はめパネル・南京錠。
追）神明公園に目玉の1つとして、人を引き付けるものが欲しい。（無い）
追）無料のバーベキュー設備がある。5月等は申込者が殺到する。

23 観光 空港
夜景スポットを作る。空港展望デッキを2100までopenにし、夜の空港、飛行機のきれい
さをアピールする。（３）
追）各務原市と何か提携できないか。

23 観光 空港 航空ミュージアム・イチロー会館・神明航空館を一体とした観光のPRが足りない。

23 観光 航空産業

空港をもっと活用出来たら。観光スポットに。（３）
追）成田・関空行きがあれば利用が増えるのでは。
追）FDAしか離発着がないのはもったいない。他の航空会社も乗り入れ出来ないか。街か
らすぐ乗れるのは珍しい。
追）国内の県営空港の方々でサミットを開くのはどうですか。
追）航空自衛隊によるサバイバル体験のイベント実施と自衛隊と民間の交流。

23 観光 航空産業 空港産業の発展を利用する。（人・物等）
23 観光 航空産業 航空産業を街の目玉に出来る施策。
23 観光 航空産業 空港をイルミネーションで観光スポットにしてみては。
23 観光 情報 北部市場に個人が入れる日があると良い。

23 観光
ふるさと納税に北部市場の物を入れる。魚の干物、野菜、果物、還元率を上昇させ人気
を取る。

32 交通機関 アクセス 市バスを名古屋空港へ実験の再開を。

32 交通機関 アクセス

豊山タウンバス、1時間に２本を6時から夜10時まで毎日する。学生半額。名古屋へ通学
できるようにする。
追）通学には名鉄バスと市バスの方が便がいい。
追）タウンバス利用者の声を集めてみるのもいいかもしれませんね。

32 交通機関 アクセス
名古屋市営バスとのスイッチが考えれていない。
追）市バスと町のバスと停留所を１セットにしてもう尐し安全なステーションにしたら
どうですか。

32 交通機関 アクセス 名古屋市営バスの路線を豊山寄りに走らせてもらう。
32 交通機関 アクセス 鉄道と連続した交通アクセスが乏しい。
32 交通機関 アクセス タウンバスが分かりづらい。バス停を分かりやすくする。
32 交通機関 アクセス 名駅行きのあおい交通に、伏見にバス停がない。
32 交通機関 空港 県営名古屋空港までのアクセスが名駅からの値段の高い高速バス以外にも広める。

32 交通機関 交通

タウンバスの利用者を増やすために、高齢者の無料化と朝・夕の時間帯を伸ばし、増便
する。
追）タウンバス利用者の駐輪場は作れないか。誰もが歩いて行ける場所にバス停がある
わけではないので。（１）

32 交通機関 交通
タウンバスの料金設定の見直しを！若干高いので、値下げできれば若い人も利用するの
では。
追）回数券のお得率を上げるだけでもいいと思います。

35 消防・防災 防災
観光に来て、ここを詳しく知らない人でも分かりやすい防災。公園にあるものでも、小
学生数人で出来てしまうような。

35 消防・防災 防災
防災→避難所は自宅から最も近い所で徹底する、周知する。非常食など町での準備も十
分してほしい。

53 子育て支援 航空産業 MRJ関連で、今後、人の流入が増えるかも。子育て等福祉、施設補助金の充実を）

53 子育て支援 情報 受け入れ体制を整える。（現状良くない、保育の充実）
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（基本施策） 見出 意見・提案

61 生涯学習 健康 運動をいかす。（JIMなどに補助金を出す。）（１）

61 生涯学習 施設
勉強の場所が尐ない。（図書館を大きくする）（４）
追）北スポ位のトレーニング施設がほしい。
追）筋トレルームを作ってほしい。図書館横の空きスペースなど利用。

65 芸術・文化 観光
伝統を続ける。（文化の継承）
追）豊山町でならねばという物やイベント、食べ物、その他を増やす。
追）豊山町全域を使った催し事をする。

71 協働
町民討議会議に参加したかった。孫に出てと言ったが、テスト中で来られなく、残念と
言いました。

74 行政運営 観光
「とよやまチャンネル」、もっと観てもらえる工夫を！放送時間、内容。なかなか町で
チャンネルをもってることはないので。

74 行政運営 航空産業 ふるさと納税の返礼で飛行機の旅券なんか。（１）
74 行政運営 商業 産業活動に行政の指導がないのでないか。

74 行政運営 情報

情報が伝わらない。（総合計画等伝わっていない）
追）町長のTwitterをもっと活用してはどうか。町のHPでツイートを見られるようにする
とか。
追）フェイスブック（インスタ）でアピールする。

74 行政運営 情報発信
豊山町にはとよやまチャンネルがあって、町の情報提供がある。
追）スターキャットだけでなく、YouTubeなどで放映。（１）

74 行政運営 情報発信 SNSを利用して尐しでも友人・友達に伝える。
74 行政運営 情報発信 フェイスブックで名物をアピール。

74 行政運営

アピタなど人が集まる所に掲示板等借りて、情報を見やすくする。（アニメで書くと
か）
追）豊山全体の道路・観光地をまとめた地図・看板がない。



21 

将来の豊山町のイメージ（第 2回） 

※最下欄の「キーワード」は事務局で抜出 

 

 

  

【ひとA】

A欄（定型） B欄（自由）

レンタル自転車の活用によって限定された公共交通に
も関わらず、移動が活発になり、排ガスも減尐し健康
的なまちになっています。

町の名所コースMapの作成、サイクリングコースMAP、
スタンプラリー（店の協賛を得る）
・空町コース…三菱MRJ工場→航空ミュージアム→神明
公園
・文化財コース
・イチローレジェンドコース…記念館→バッティング
センター→寿司屋イチロー巻→

働く若者世代が、豊山町にもどって仕事をすること
で、人手不足や高齢化のない、活気あるまちになって
います。

学生や両親・ご家族→進学しやすい環境
町全体→若者の獲得、学力向上
企業→人手不足解消

次世代の若者たち、色々な能力（スキル）が還元出来
る様なまちになっています。

医療・福祉・教育など、スキルを身に付けた次世代の
人達が奨学金制度などでの色々な還元をうけ、地域企
業や医療・福祉等の分野で活躍出来る街。

子供からシニアまで、一緒に遊べて健康のためにもな
る。☆災害時に集まる場所になります。他の市町村か
らも楽しむために人が集まるまちになっています。

・子供と大人はキャンプ、バーベキューで楽しむ。
・幼児や赤ちゃんは水遊びやスベリ台等で楽しむ．
・シニアは万歩計をつけて公園のまわりを散歩して健
康に気を使う。
・スポーツ好きな人はサイクリングを楽しむ。
・勉強が好きな人はブーンで産業勉強をする。
　ブーン：パイロットの人など講演

町外から来る人が、町内の見所ある場所など回りやす
くなり、町外からも多くの方が訪れるまちになってい
ます。

・他の市町村にはあまりない空港や市場があるので、
それらを活かして豊山町ならでは、豊山町でしか体験
できないようなものを作る。
・移動手段も増やす事により行きやすくなる。

移動が活発　健康的　若者　活気　能力　還元　子どもからシニア　楽しむ　人が集まる　多くの方が訪れる
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  【ひとB】
A欄（定型） B欄（自由）
アクセス面の問題の改善で、町の外からも多く
の人が集まり、にぎやかで活気のあるまちに
なっています。

県外からも人が集まるような大きな施設はなく
ても、セントレアに負けない利便性で近隣の町
から人は来てくれる。そこから豊山町の良い所
を知ってもらうためのアピールをして、再来、
転居へ繋ぐ。

・人（かき、みかん、米、野菜）
・昔から引き継がれている物作り

物つくりが忘れられている。
健康維持（若い人は興味ない。老人・定年者は
興味あり。）
小さな場所が遊んでいる。→野菜作り→人が食
べる（野菜のいのちをいただく）
結果：作る楽しみ、食べる楽しみ→健康になる
＝うまくできた楽しみ、人に話す楽しみ
→仲間を作る→拡大する（次に何かをすること
を考える）
作業・仕組みを作る。
晴耕雤読（趣味、野菜、草取り）→仲間とふれ
あう。

― ・飛行場に（羽田空港の様になって）国内線の
多くが戻ってきて欲しい。陸つづきになって便
が良い。（→便利）働く場所、飲食店が増えて
町の活性化につながる。町の財政も増える。

どんなことがあるかを知ることにより、今まで
知り得なかったことを知ることになり、充実し
た生活をすることができるまちになっていま
す。

―

にぎやか　活気　人　ものづくり　便利　活性化　充実　生活
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【まちA】
A欄（定型） B欄（自由）
― 自衛隊、空港関係と協力、連携しながら、災害時における訓練、防災イ

ベント、避難場所の確保、備蓄整備等豊山町の周辺環境を生かした、豊
山町の防災システムを構築していく。
災害時の連絡システム強化、連絡網作成が必要です。

情報の掲示を簡易化する、それに
より、解しやすくなり、受け手側
のハードルを下げられて、行政と
住民の意思疎通がしやすいまちに
なっています。

町のHPを携帯端末に対応させ、レイアウトを直感的に分かるよう変更す
る。
企業HPやオンラインショップページのように、中身を詰め込みすぎない
ことがポイントとなる。また、facebookやTwitterとリンクさせ、気軽に
訪れやすくする。
チラシ等も公共施設だけでなく、アピタやヨシヅヤにも積極的に設置す
る事で目にもふれやすくなる。

― スカイプールを拡充し、神明公園は今よりupgradeした、例えば、ジップ
ラインなどアスレチック性の物を設置して、子供も楽しめ大人も健康増
進できる魅力的な公園にして、シャトル（AIを使ったEV、FCV）で結び、
ミュージアムでは各国の空弁を食べ、そらまちとよやまを楽しめるよう
にする。
子供達が楽しいと思えば大人になった時、更に子供を産み、豊山町に住
み続けてもらえ、町外の人も豊山町に住んでみたいなと思えるまちに
なっています。

― 交通の便が良くなり、町の人は外へ出やすく、外の人は豊山町へ来やす
くなり、色々なイベントが全国区で注目され、人と人とのつながりがあ
り、他の町などからモデル地区にされるような町になっています。

全ての世代が、他人の良い所を沢
山みつけ出し、人を思いやる温か
いまちになっています。

既にやっている地域もありますが、子供と高齢者が共に田畑で種まきか
ら収穫までを体験。高齢者は指導、子供は食べ物への感謝。高齢者は働
ける事、教える事、ふれあいで益々元気に！
また他のアイデアとして、地域猫の活用があげられます。地域猫の存在
が独居老人の生きがいになるのではないかと思います。又、ペットを飼
えない子供たちには、動物と関わる事で命の大切さを体感できると思い
ます。
10年後には全ての世代が心温かく優しい町になっていると思います。

防災　情報　意思疎通　楽　健康　住んでみたい　人と人　つながり　全ての世代　思い　温かい
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  【まちB】
A欄（定型） B欄（自由）
― 空港とスポーツを活かして、乗馬クラブ―神明

公園―空港―イチロー会館を結ぶジョギング
コース／サイクリングコースがあって、飛行機
を身近に感じながらスポーツを楽しむ街になっ
ています。

― 小さな子どもからお年寄りまで、誰でも安全で
安心に住みやすい町。

お年寄りから子供まで、自由な時間に（前日予
約）合わせて、元気に活発で人の交流が増える
まちになっています。

遠くが便利で近くが不便の解消。

― 防犯カメラやご近所つきあいを通して事故や犯
罪を減らしてみんなが安全に暮らせる町。

専門知識の高い医院が、的確な一次診療を行
い、大型機器を有する医療機関へ導くまちに
なっています。

長寿・健康は万人に共通するテーマであり、多
くの人が高い医療技術のある豊山町に訪れ、コ
ンパクトな町が大きな社会貢献！
町の活性化（お金と人の感謝が生まれる）

空港　飛行機　スポーツ　楽しむ　子どもからお年寄りまで　安全　安心　住みやすい　元気
活発　活性化　交流　長寿　健康　コンパクト
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【産業A】

A欄（定型） B欄（自由）

― 交通アクセス（道路の整備）、隣接市町村との道路接続が出来ていないところが多くあ
る。
交通不便なまちになっている。
広域行政と一体となった道路・橋の整備をする。

― 町の中に車を止める場所がないので、10年たってもかわらないと思う。交通の便が良く
なる。（→交通利便）医療の保障をする。町の中にお店が増える事。

― 豊山町民が豊山町民という意識があり、空港がよく使われるようになり、豊山町だけで
なく、他の場所に住んでいる人も好きになれるような町。田畑で緑がいっぱいになっ
て、豊山町はこれという物やイベント・食べ物があるといい。
気楽にすごせる町である。協力し合える関係。

― まずは今の豊山の魅力を知ってもらう！
空港や国道があるが、人が立ち止まってくれない。豊山町に道の駅を作り、名産品やイ
ベント施設を知ってもらう（地元野菜、イチローグッズ）。また散歩、ランニングコー
スや地図を作り、各名所を巡れるようにする。プロに依頼しユーチューブ、飛行機、イ
チロー、グルメ、名所、SNSを利用し、祭りやイベントなどを配信し、みんなに関心を
もってもらい、若い人から年配の方、外国人にも遊びに来てもらえる活気と人気がある
町になっている。

― 今ある物を活かして情報発信して町民の人に広く知ってもらえる様にしてほしい。年を
重ねても全ての人が何らかの仕事をして、それによって収入を得、税金を払う事に抵抗
を持たない、又寄付したくなるような地域作りをしてほしい。又、ボランティア活動
で、子育て世代の人を助けて、若い人が住みたくなる街作りをしてほしい。豊山町外に
通勤通学するのは良いと思います。井の中の蛙にならないように、色々な場所に出て刺
激を受け、成長していけると思います。

交通利便　医療　お店　空港　好きになれる　気楽　協力　魅力　飛行機　イチロー　グルメ　名所　祭　活気
人気　情報発信　ボランティア　子育て世代　住みたくなる　成長
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【産業B】

A欄（定型） B欄（自由）

町が明るく、広い道 田畑が豊かに有りますように。

― 空港は夜を中心にイルミ等で人の誘致を。市場は朝
を中心に場外等に店を増やして人を集める。人が集
まる事で商業（出店等）・町の経済活性→税収増
で、それらを子育て、医療に活かして住みやすい街
として定住してもらう人を増やしていければ人口減
尐に尐しでも貢献、一方で街の美化・防犯にも力を
入れていかないとと思います。
尐ない投資で大きな収益を上げて。

航空（コウクウ）産業をいかした町作り、企業誘
致、住宅・交通の整備、空港（クウコウ）産業の町
（空）になっています。

Example
　豊田市の様な町作り　　車→飛行機

豊山町が、ふるさと納税で得た税収入で、緑豊かな
美しい（車道と歩道の管理・維持も含めて植木、公
園の緑など）、お年寄りに優しい（タウンバスの無
料化、福祉の充実など）まちになっています。

―

― 自由に知識をつけられて、移動も簡単に楽に出来
る。
災害の時でも生きていける。（→安全）
動植物の小さな生命も豊かに生きていける。

住みやすい　航空　空港　産業　緑　豊か　美しい　優しい　知識　移動　楽　安全
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４．会議時発言等の抄録             
【第１回】 
日 時 平成 30年 1２月１日（土） 午前 10時から午後４時 30分 

場 所 豊山町役場 ２階 会議室１・２ 

テーマ 豊山町の現状と「いいね！」と思えるまちにするために 

（基調講演） 「いいね」と思えるまちってなんだろう？ 

講師 

神谷デザイン 

事務所 

神谷利徳氏 

 

 

まちづくりについて、行政が行う区画整理、道路の拡張、歩道整備、公共の駐

車場作り等々ありますが、駅前の商店街を活性化させるために道路の拡張など区

画整理をやっている間に、どんどん歯抜けになり、郊外に大きなショッピングセ

ンターが出来て、その周りに街が出来てしまって、さて区画整理が終わって、駅

前を整備しようと思っても、そこに住んでいる人は半分以上いなくなり、今後ど

う人を集めていくのか。長いスパンで考えるという考え方もありますが、私は、

１軒のラーメン屋さんが、本屋さんが、小さな喫茶店が、そこから色んな情報を

発信して、あるいは町の人達がそういうものを大切にしながら、新しい町の作り

方をしていくというのが好きです。 

 皆さんは、この豊山町にはたいした魅力はないと思っていらっしゃるかもしれ

ません。反対に私たちの町には空港もあり、名古屋市にも近く、環境もいいし、

たいていのものはある、再生していく力があると思っていらっしゃる方もいると

思います。 

 来期から具体的に形に出来るようなものを考える勉強会になると思います。 

 東海エリアで、私が進めていたまちづくりの事例を、テーマとともにお話した

いと思います。 

 2015 年から始まり、2016年に再リニューアルしたプロジェクトです。恵那市明

智町に大正村という施設があります。明治村の様に入場料を払って色んな建物が

あるという施設ではなく、町の中に、あちこちに大正時代に建てられたような建

物があるというエリアです。入場料はありません。 

 その大正村に浪漫亭という建物があり、存続に大変費用がかかる建物で、市町

村合併を機に再生したい、合わせて大正村のリブランディングの検討に携わりま

した。 

 まず、浪漫亭を大正村の象徴とし、新たな客層を誘引し、全体の観客動員数を

増やし、地域を活性化することを目指しましょうと。インバウンドのお客様、ア

クティブシニアの方々に来ていただければと思います。 

 豊山町が本来あるべき姿とは何か。大型商業施設があるとかという事ではなく、

わかりやすい施設、関連商品があるとか、日々の小さなメンテナンスが出来てい

るという事、サインとマップの整理などです。明治村で成功した例ですが、豊山

町も色んなマップを作っていますが、色んなコンセプトに合わせて、坂や路に名

前をつけたり、そういうサインとマップがあるといいと思います。豊山町内で、

豊山で頑張ってお土産等作っていらっしゃる方がおられると思いますので、そう

いう方達を見つける事がまず大きな作業になると思います。象徴的な建物を作っ



28 

たり。バイリンガル化しましょう。継続的に施設のメンテナンスをしましょう。

イベントをやりましょう。 

 豊山町には空港がありますので、空港に関するブランディングが出来ると思い

ます。 

 まず、施設のリノベーションをする。イベントをやりながら、広告宣伝をする。

その結果リニューアルした後にどれくらい人が来たかなど数値化して、見える化

する事によって、何が弱いか、地元の人達はどれくらい満足しているのか等調べ

ます。 

 近隣の市町と差別化するために、豊山町の特長を考えます。ターゲットを定め

て、催事・イベントに工夫を凝らします。クリスマス、バレンタイン、ハロウィ

ーン等々、またこの地域ならではのイベント、お祭りなどです。 

 発信して、良さそうだと思って来たら、がっかりとならないよう、うたった事

に対して最低限用意されている準備が必要だと思います。 

 一言でわかるコミュニケーションメッセージを作りましょう。新聞の大見出し

のようなものです。キャッチコピーです。 

 最近のイベントでは、コスプレで町おこしをしている所がたくさんあります。

衣装のレンタル屋さんを作って、街中を歩いていただいて、記念写真を撮ります。

豊山町でと考えた時、例えば、この辺りは工業地域なので、おしゃれな作業服で、

空港で働く人たちの作業服であるとか、そういったものも一つの切り口になるか

もしれません。 

 次に、民泊とかホテルという概念は今非常に幅が広がっています。商店街に泊

まったり、古民家をリノベーションしたり。インターネットで予約して、暗証番

号をもらって、玄関でその番号を押すと、自分の家の様に使うことが出来ます。

無人で運営するというものです。 

 パワースポット的な所を作りましょう。例えば、空港があるので、そこへ行く

と旅が叶うとか、旅先でいい事があるとか、お札をもらっておくと、旅先でハッ

ピーな事が起こるとか、色々出来ると思います。 

 祭りには外の人が来てくれる祭り、地元の人がやっていく祭り等あります。ま

ちづくりにとても大切なのは、地区に祭りがあるという事です。祭りは、外の人

達を集めて、イベント的に人を集めるのではなくて、祭りをやることによって、

その祭りをやるために地域の人達が太鼓の練習をしたり、衣装を作ったり、踊り

の練習をしたりなど、地区の人達が集まる機会が増えます。一番大きな事は子ど

もたちと、今まであいさつしなかった人たちとがこれを機会に色んなコミュニケ

ーションが出来るようになります。地区に祭りを作ることがコミュニケーション

ツールになるのです。そこにコスプレも組み合わせることが出来ます。フリーマ

ーケットも祭りにしてしまいます。集まるだけで終わるのでなくて、そこからま

た周りの地域へ散らばって、みんなでリンク出来るようなお祭りを考えるといい

と思います。 

 最近は、萌えキャラが流行っています。マニアックな方たちが集まって来ます

が、その人たちを行政の広告・モデルとして使わせていただいて、発信していき
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ます。 

 お土産など最近の物販は、お徳用といった大きなものではなく、パッケージが

小さいものが人気です。色んな種類をいくつも買いたいのです。パッケージのデ

ザインも重要です。 

 2 つ目の例です。長野県の飯田市にある一街区に、戦後たまたま焼け残ったバ

ラックみたいな建物が残っていて、リニューアルしました。空き店舗対策のよう

なものです。古きを活かすまちづくりというテーマです。 

 毎週土曜日に 1 年間かけて色んな勉強会をしました。自分たちで自分たちの店

を出そうと、情報発信やプラン作りをしました。地元の人達でつくったまちづく

りカンパニーがあると助成金を受けやすいです。最終的には 18名の方が起業プラ

ンを作り、2 プランを作り、チャレンジショップを作りました。市長にも入って

いただき、その街区が完成しました。その結果、国土交通省都市再生特別措置法

に基づき、大臣認定を受け、民間都市開発推進機構の金融支援を受けることに成

功しました。空き家対策で都市再生を図ったという事で、全国初で、1 億円いた

だきました。インフラ整備等に使う事が出来ました。第三者のようなまちづくり

カンパニーがある事が良かったです。 

 施設がなくても、色んなものを作れます。 

 今、観光は一つの大きな収入だと思います。学ぶことは、大人になっても、い

つまでも一番スキルが下がらないのです。今までは観光は外へ出てという形だけ

を考えていましたが、これからは雤の日に本を読むような時こそ、学ぶ時である

と。学ぶのであれば、小さな所でもインターネットで調べてでも学ぼうという人

は、世界中にいます。豊山町にも、小さな物を学ぶために豊山町に来るという事

は、今世界の流れの中にあります。雤読の中にこそまちづくりのカギがあるので

はと思います。学びという概念は観光の概念になるのです。料理を学びたいとい

う外国人もたくさんいます。 

 まちづくりとは、まち使いであると。今ある町をどう使いこなすか、もともと

あるものを上手に使いこなしましょう。 

 次に、まち付き合いしましょう。もともとあるまちをもっと深く理解しましょ

う。まちづくろいしましょう。まちづくろいというのは、今ある物を上手に修復

したり、リノベーションしたりする事で、雤読的に出来ることがあるのではない

か。本を読むように、人を呼ぶようなスケールで物事を考えていけば良いので、

大きな物を作らないと人が来ないという事ではなくて、たった一人の小さな教室

が世界の人を呼ぶことが出来るという時代が、今のインターネットの時代です。

まちの魅力を再構築する、そして新しい分野の人が集まって、流行やトレンドだ

けを集めるのではなくて、トレンドからマインドをシェアしていく事で、私たち

がいいと思う物を発信していきましょう。どこかで流行っている物を持ってくる

のではなくて、自分たちがいいと思う物を、今日のワークショップで、みんなで

共有するためにどうしたらいいか、グローバルに展開していくことが必要です。

マインドをシェアするために必要なのは、時間と体験で、これがないとマインド

を共有できません。例えば、試食させたりして、実感してもらったりすることで
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す。皆さんが作っていく素敵なまちは、自分達で作っていく事が出来るのではと

思います。 

第 1回 グループワークの成果発表 

【産業 B】 私たちは主に、交流、空港、名産、観光、まちづくりについて話し合いました。

私以外は皆さん 20代前半・後半、中学生の方々で、今日は特に若い人の意見を集

めました。豊山町というと、空港、三菱、イチロー選手、北部市場があって、他

の市や町にない施設が多いのが特長だと思います。そんな中で、人が集まらない

のはなぜかという問題点について話し合いました。アピールが足らないのではと

いう点に対し、若者が行きたくなるようなスポットがないのでは。特におしゃれ

な店がない、インスタスポットがない、野球に関して押しが足らないという意見

がありました。特に多かったのが、名産・名物の食べ物がない事です。どじょう

寿司に替わる何か食べ物、スイーツがないか、若い人が写真を撮りたくなるよう

な食べ物を作れば、フェイスブックで発信して、拡散できればという意見があり

ました。まちづくりに関して、冬にイルミネーションがあれば、若い人が写真を

撮りたくなるような。国道 41号線沿いとか空港道路にあれば、若い人が注目して

くれるのではという意見がありました。ふるさと納税が流行っていますが、それ

も豊山町のアピールが尐ないのではという意見もありました。イチロー選手のグ

ッズを出したり、もっと豊山に関係するものを出して、もっと知ってもらうのが

いいのではという意見もありました。豊山町にはいいスポットがたくさんあるの

で、もっと発信して、みんなに来てもらう事が大事だという事でまとまりました。 

【まち A】 

 

我々のグループは旧住民が２名、中間の方が 2 名、新しい方が 1 名で進めまし

た。いい点は町内に施設が整備されている事。バーベキューをしたり、映画館が

あったり、日常に必要なものはたくさんあるという事です。イチロー選手の記念

館があり、他の市町にないものもあります。自慢です。飛行機が見える神明公園

があります。FDA のサービス券もあります。片道 2,000 円の補助が出ます。飛行

機が身近に感じられる町であるという事です。 

 一方で、良くない点は、町内の旧市街地には狭い道路がたくさんあり、整備が

遅れています。新しい市街地について、幹線道路がありません。車がないと日常

生活が非常に不便です。北名古屋市から来る場合、橋がないし、道もまだまだ整

備されていません。交通渋滞も起きる場所もあります。あちこちにある交差点も

整備して欲しい。イチロー会館とエアポート、空港ミュージアムを一体に開発し

て欲しいです。1 つの観光ルートになると思います。社教センターにホールもた

くさんあるので、利用して欲しいです。町内には、病院、大きな総合病院があり

ません。総合病院があったらどうでしょうか。 

【産業 A】 ５つの観点に分けて意見をまとめました。空港、観光、アクセス、交流、その

他です。 

空港に関しては他の市町にはない特色なので、それを活かすべきという意見が

多く出ました。活かすためには、観光、アクセス等色んな部門を絡めて伸ばして

いくという意見です。 

 観光について、北部市場がある事、イチロー選手、スカイプール、映画館、神
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明公園、工場の見学が出来るなどです。これだけあるにも関わらず、活かしきれ

ていない所があります。映画館にスターが来てくれるとか、公園に喫茶コーナー

を設けると人が集まるのではという意見がありました。 

 アクセスについて、高速道路のインターチェンジやタウンバス、FDA があり、

アクセス性の高いインフラではありますが、空港とエアポートの移動が出来ない

という不便さもあります。タウンバスは本数が尐なすぎて、もっと充実させると

電車より便利になるのではという意見もありました。 

 交流は、産業 B の説明のもありましたが、特産品、名産品がない事です。その

中で、どじょうめしとはっしょ芋があるとご指摘いただきました。私も初めて知

りました。豊山町の意識の中に、他から来た人をなかなか受け入れない壁みたい

なものがあるという意見もありました。産業を発展させていく上では、そういう

ものは弊害になっていくのではという意見が出ました。 

 その他については、どこにも出ていないので、言っておかなくてはと思うので

すが、2025年、2030年までに間違いなく巨大な震災が襲ってくるという事があり

ます。これらの事がみな絵に描いた餅になりかねないので、震災対策をいざとい

う時にどうするか、論じられていないという事が、我々はぬるま湯につかってい

る気がします。自助・公助・共助という言葉があります。公助は今出来ている事

は食料を提供する事くらい。食料の手配は個人的な問題なので自助なのです。公

助はインフラ整備するとか、条例を作るとか。共助は、みんな連帯してやるとか。

こういう観点でやらないと、大変な事になります。日頃の積み重ねが重要です。

私は 3 か月分、4 か月分の水、防災食料を蓄えています。そういう事を考えた上

で、こういった事をやるのならいいが、そうでないのなら、いくら絵を描いても、

ががっかりする事になると思います。 

【ひと B】 シニア世代のコミュニティが多い気がします。ファミリーサポートという制度

を私は知りませんでした。急に預けたい親と急ですが預かっていいですというマ

ッチングをしていただけるサポートだと聞いています。意外と知らない方が多い

と思います。非常に良いサポートだと思うので、もっと相当な方法で宣伝すべき

です。保育園の問題、人口増やしましょうという中で、色んな施設がある、イチ

ロー会館があって人を呼び込むという事なら、なおの事、子供やその親が住んで

住みやすいまち、行って楽しいまちという事を考えると、産業もさる事ですが、

人が大事なので、皆さんに薦めたい事がファミリーサポートです。これだけに特

化して皆さんにお伝えしたいと思いました。 

【ひと A】 私たちの班では、交流、子育てと教育、福祉の観点で意見が多く出ました。そ

れでは紹介します。 

交流については、行政への問い合わせについて、メールで出来るようにしてほ

しいという意見がありました。勤めていると、電話する時間が限られるので。行

政への希望です。町を代表する祭りがないのではという意見です。それに対し、

10 月にとよやま DE ナイトがありますよ、秋祭りがありますよという意見があり

ました。この町の伝統文化というのは何なのか教えていただければと思います。

豊山町には、土地持ちの独身者が多数いて、婚活パーティーを希望しています。 
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子育てと教育について、学校関係では、中学校が１つなので、交流があり、学

校行事への父兄の参加も多く、アットホームで運営されていると感じました。一

方で、高校が豊山町にはありません。町外に行こうとすると、タウンバスを利用

したくても本数が尐なく、バス停が分かりづらいという意見も出ました。 

福祉については、高齢者に対しての福祉が欠点として挙げられていると思いま

す。 

【まち B】 豊山町の良い所は、公園やアピタなど子供の遊び場が多い事です。シニア世代

や小中学生の遊び場が多くて、過ごしやすい町ではないかと思います。 

悪い所は、野良猫が多いかどうかわかりませんが、野良猫の避妊等の助成がな

い事です。他に、豊山の行政や町の目標などが町民に伝わっていないという事が

挙げられます。豊山町自体が小さいので、頑張って伝えれば、豊山町の強みにな

るのではと考えます。私のまわりの友人たちも思っている事ですが、交通の便が

悪いという意見がありました。タウンバスがあります。町内、黒川行き、栄行き

だけなので、目的地に着く時間は早いです。北部市場から乗れば安いですが、住

んでいる所により、高くなったりします。バスの本数が尐なく、始発時間は遅く、

最終時間も早く、タウンバスだけでは不便です。車さえあれば便利ですが、豊山

町から出るとなると、お年寄り、小中高校生などには不便です。 

○発表後講評 

神谷利徳氏 

 

（発表を聞かせてもらって）自分たちも勉強になりました。メリットはデメリッ

トであったり、デメリットは最高のメリットだったりするのもすごく感じました。 

例えば、車が通れないような狭い道があるというのは、観光においては最高の

道路だったりします。空港のある町を見た場合、空港と町がくっついているとい

う町はほとんどありません。最近は、山の中、海上空港だったりします。空港の

まわりに自転車で行ける距離に町があるという空港は日本にはそんなに多くあり

ません。町の中に空港があるという事は、１つの大きなどこにもないポテンシャ

ルだと思います。皆さんも空港がある事を認識しているし、空港がある事はいい

事だと思っていらっしゃいますが、この距離で町が一緒にくっついているという

のはとてつもなく稀有な場所です。空港がある所に、飛行機を使って来てくれる

という道が開いているという事です。いろんな名産物を発見したり、作り出すと

かという事は、販売先がある、演出する場所があるのなら、作れば何かなるだろ

うという事です。 

大きな病院が無いという意見がありましたが、今後どんどん高齢化していきま

す。大事なのは、未病に対しての抵抗力を強くするまちづくりをする事、狭い道

は散歩道にしたりする、というように考えれば、今日のワークショップで出たデ

メリットの中に、ブランディングとして使える要素があると感じました。 

行政がやってくれないとか、行政がわからないという言い方ではなく、自分た

ちで、道路がないなら、作るのではなく、違う方法論で考えて、トライアスロン

をやってみたりと考えてはどうでしょうか。豊山町が持っている課題というのが、

とても楽しみな課題であると感じました。デメリットを強みに変えていくような

導きが明日に向かってあれば、さらに面白くなると思います。 
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【第２回】 

日 時 平成 30年 1２月２日（日） 午前 10時から午後４時 30分 

場 所 豊山町役場 ２階 会議室１・２ 

テーマ 将来の豊山町のイメージを語ろう 

第２回成果の発表（各メンバー作成のワークシートについて） 

【産業 A】 

（メンバー１） 

 

日本中に魅力ある町であることを発信する事を考えた方がいいと思います。む

やみに建物を大きくしたり、バスを大きくしたりする事よりも、今ある物を活か

して情報発信し、広く知って欲しいです。年を重ねても、全ての人が何だかの仕

事をして、収入を得、税金を払う事に抵抗がない、又は寄付したくなるような地

域づくりをして欲しいです。ボランティア活動で、子育て世代を助け、若い人が

住みたくなるような町づくりをして欲しいです。豊山町外に通勤通学する事はい

いと思います。井の中の蛙にならないよう、色々な場所に出て、刺激を受け、成

長していけると思います。 

（メンバー２） 私はこの町をもっと表現できるよう、インターネットや SNS を使って、豊山町

の事を広めていったらいいと思います。若者の世代に田畑の仕事を経験するのも

いいと思います。豊山町の名物や代表的な食べ物、場所があると思いますので、

それを活かした方がいいと思います。 

（メンバー３） 豊山町の魅力を知ってもらうために、空港や国道がありますが、誰も豊山町に

は立ち止まらず、通り過ぎて行ってしまうという現状があります。近い将来、道

の駅を作ってはどうかと考えました。そこで休憩したり、地域の名産品やイベン

ト、施設を知って欲しいです。地元の野菜、イチロー選手のグッズを置いて、豊

山町知ってもらうのもいいかなと考えました。また豊山町にはお寺、他にない説

もたくさんありますので、それらを繋いだ散歩コース、ランニングコースなどを

作るといいと思います。それを SNS、特に YouTube、Facebook で紹介することに

よって、若い人や年配の方々、外国の方にも知ってもらい、遊びに来てもらえる

人気のある町になると考えました。 

（メンバー４） 町内は住宅ばかりで、立ち寄れる場所がありません。喫茶店もありますが、初

めでだと入りづらいです。喫茶店が 1軒でも 2軒でも増えるといいと思います。

町中には、駐車場がなかなかありません。医療関係では、医者の数が尐ないので、

もっと増えて欲しいです。特に内科が尐ないです。町内バスの本数を増やして欲

しいです。 

（メンバー５） 私は、あいち航空ミュージアム、MRJ ミュージアム、神明公園、航空館、イチ

ロー会館、これらを繋いだ観光ルートを確立して、旅行社に見学してもらって、

組み入れてもらうと、もっと活発なルートになると思います。交通アクセス、道

路の整備、隣接市町村との道路接続が出来ていない所が多くあります。現在、イ

チロー会館への道は大型バスが入れません。場所を移動していただくとか。そう

すると、活性化すると思います。広域で、道路、橋の整備をする必要があると考

えます。タウンバスについても、会社や時刻がバラバラで、もっと整理できない
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かと思います。名古屋市の市バスについて、今年黒川から空港まで走らせる実験

をしましたが、それを実験で終わらせず、継続した形で整備して欲しいです。そ

うすればもっと便利になると思います。 

【ひと A】 

（メンバー１） 

 

私は、若者たちが豊山町で何かしたいと思えるようなまちがいいのではないか

と考えました。若者が戻ってきた時に、何か還元を受けられるような、例えば医

療に従事していた方が病院を開設したい場合、豊山町から何かしらあれば、自分

たちが住んできたまちに還元出来、戻ってこようと思うのではないでしょうか。

奨学金を受けておられる学生も多いようです。豊山町の企業に勤めることになれ

ば、住むことになれば、何かしらあれば、豊山町で働こう、住もうという事にな

ると思います。若い人達が戻って来られる制度が充実したらいいと思います。 

（メンバー２） 私は豊山町で働く若者の世代が戻って仕事をする事で、企業の人手不足や活気

あふれるまちにするために、高校生や大学生に対するサポートをもう尐しして欲

しいと思いました。進学するには、町外に通わなくてはいけないので、そのまま

町外で働く人が増えると思います。外で学んだ事を持って帰ってきて、豊山町で

起業したり就職したりする事がもっと出来るよう、例えば、奨学金の返済の時に、

尐し手助けてしてくれるとか、帰ってきてメリットがあるようにしていただける

と、進学しやすい環境になり、町全体でも若者が獲得でき、進学率が上がる事に

より学力向上にもなります。サポートをもう尐し充実させて欲しいと思いまし

た。 

（メンバー３） 今までは町のサポートについてでしたが、ここからは外部から来る人のための

豊山町の観光についてです。町内での移動手段を補うサービスについて、豊山町

内での移動手段がないので、自転車のレンタルをしたり、そしてサイクリングロ

ードを作ることがいいのではと思いました。他の町にない空港や市場があるの

で、そこでイベントなどを開催し、そこにもレンタル自転車も活躍できると思う

し、面白いのではと思いました。 

（メンバー４） 私は尐し福祉に関わっています。私の夢ですが、飛行機が見える公園で家族の

ための避難場所も兼ねた豊山キャンプ村があったらいいなと思いました。せっか

く神明公園があるので、そこを利用させていただいて、キャンプ駅みたいなもの

を作って、物産店があれば地元の野菜を売ったりすることも出来ます。高齢者の

仕事も出来ます。キャンピングカーの駐車場を作ることによって、普段はキャン

プ場で、災害時には避難場所として利用出来ると思います。備蓄倉庫もあればい

いですし、健康面では、神明公園の周りにウォーキングコース、サイクリングロ

ードがあれば、いいと思います。 

（メンバー５） キャッチフレーズを考えました。「いち田舎を満喫、クリーンで健康な観光とレ

ジャーの空町豊山町」です。今回豊山町へ来てびっくりした事は、町の 3分の１

が空港である事です。これは日本のどこを探してもないです。空の町であること

を前面に出した形での観光などを広めていけたらと思います。大きな欠点は、公

共交通機関の不便さです。しかし人口で考えると便数を増やすほど赤字になるで

あろうと思います。ですから、レンタル自転車を各エリアで作って、自由に使っ
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てもらえば、排ガスもなく、健康になり、それが「クリーンな」という言葉です。

レンタル自転車を観光にも使ってもらって、いろんな施設を回れる、点と線を結

ぶコースも作ることが出来ます。 

【ひと B】 

（メンバー１） 

 

豊山町では色んな事をやられていると思いますが、それを知らない人が多いと

いう事です。発信方法をもっと色んな形で、広報、とよやまチャンネルだけでは

なく、新しい方法も取り入れて、情報発信をして欲しいと思います。 

（メンバー２） タウンバスの料金の見直しをして欲しいです。私は青山に住んでいますが、名

古屋へ行く場合、一番高いです。500 円かかります。ケーズデンキの所から行く

と、200 円です。名鉄小牧線につないで欲しいです。小牧線の本数は多いですし、

かかる時間も短いです。大学をとか言われますが、土地がありません。高等専門

学校はとてもいいと思います。将来の姿について、国内線の多くが戻ってきて欲

しいです。羽田空港のようになって欲しいです。空港で働く人も増え、飲食店が

増えて、町の活性化にもつながります。結果、町の財政も増えると思います。 

（メンバー３） 空港、神明公園などもっと生かせる場所がたくさんあると思います。そしてそ

こへ来てもらう方法を増やすといいと思います。便を増やすのは難しいと思いま

すが、ここから関空、羽田などへ行く便があれば、周りの市町村から人が来てく

れるのではと思います。そして、キャンプが出来たり、エアポートいいねとかな

ど思っていただければ、町の魅力を分かってもらえると思います。 

（メンバー４） 昭和のはじめ頃の耕地面積は 190ha くらいありましたが、今は 74ha くらいの

空地があります。広くない豊山町の面積の中で、有効に物を作ることがいい考え

だと思います。健康維持のために、高齢者の仕事として、尐ない面積の中で作物

を作りながら楽しむ事がいいのでは。 

【まち A】 

（メンバー１） 

 

私の提案は災害に強い町づくりについてです。周辺の環境をいかした豊山町独

自の防災システムの構築していくことがいいのでは。航空自衛隊がそばにありま

す。空港がそばにあります。自衛隊の方、空港の方々と連携していく事がいいの

ではと。協力し合いながら災害時における訓練、災害イベント、避難場所の確保、

備蓄等々が出来ないかという事を考えました。災害時の連絡システムとして、自

治会の回覧板等で色々回っていると思いますが、町として具体的にはまだないと

思います。連絡網を作成して皆様に伝えられるような形でやれないだろうか。 

（メンバー２） それをするために一番必要なのは、行政の情報発信の仕方の改善と、住民の情

報を受け取る時の意識の改革が必要だろうと思います。具体的な提案は、町のホ

ームページをインターネットが使える世代に対応した見やすいものに変更する事

です。レイアウトの参考として、企業のホームページやオンラインショップのよ

うに中身を詰め込みすぎず、直感的に見て分かりやすいという事がポイントにな

ると思います。ネットを利用出来ない小さい子供やお年寄りにはチラシを商業施

設などに目に触れる機会を増やす事が必要です。 

（メンバー３） 豊山町が永続出来るまちとして、スカイプールの拡充や神明公園を更に魅力的

な公園にし、あいち航空ミュージアムの入場者数を増やすために各国の空弁の販
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売をします。スカイプールは拡充し、神明公園は今よりもアップグレードした、

例えばジップラインとかアスレチック性の高いものを設置して、子供も大人も楽

しめる魅力的な公園にします。AI を使った環境に配備したシャトルバスでミュー

ジアムと公園を結び、各国の空弁を食べもらえるようにします。子供達が楽しい

と思えば、大人になった時、さらに子供が子供を産み、豊山町に住み続けてもら

える、町外の人も豊山町に住んでみたいなと思える町になっています。 

（メンバー４） そのためには、交通の便が良い町で、残っている田畑の再利用などで地域交流

が出来る町づくり、たくさんのイベントがあって、人と人とのコミュニケーショ

ンがとれるまちづくりをすることで、交通の便が良くなり、町の人々は外へ出や

すく、町外の人々は豊山町へ来やすくなり、色々なイベントが全国区で注目され、

人と人とのつながりがあり、他の町からモデル地区にされるような町になるよう

にしたいと思います。 

（メンバー５） その一例として、田畑の利用を提案します。子供と高齢者が田畑で、種まきか

ら収穫までを体験し、高齢者の指導の下に、子供は食べ物への感謝、高齢者の方

は働けること、教えること、触れ合い頼りにされることで益々元気になっていく

のはないかと思います。他には、地域猫の活用が考えられます。地域猫の存在が、

今後増えるであろう独居老人の生きがいになるのではないかと思います。ペット

を飼えない子供達には動物と関わる事で、命の大切さを体感できると思います。

10 年後にはすべての世代が心温かく優しいまちになっているのではと期待しま

す。 

【産業 B】 

（メンバー１） 

 

まずアイデアとして、MRJ の活用、空港の活用、施設の充実、ネットの活用で

す。まず、航空産業を活かしたまちづくり、企業の誘致、住宅・交通の整備をし、

航空産業のまち、例として、豊田市の様な発展の仕方をしたらいいと思います。

飛行機で大きくなっていったらいいと思います。働く所が増え、働く人が増え、

人口が増えます。そうして税収入が増えれば、色んな事が出来ると思います。そ

れが実行できるようなっていると思いますから、誘致を増やして、人口を増やし

ていくといいと思います。 

（メンバー２） 私も豊山町と言うと、空港と市場かなと思います。それらをもう尐し活用して

まちづくりをしていかないと、尐ない投資で大きな効果を得ないと大きな町にな

っていかないと思います。朝の市場は場外にもっと店を増やしたらと思います。

夜は空港を中心にイルミネーションなどで観光スポットが出来たら集客できるの

ではと思います。増えた税収を、子育て、医療にまわして、豊山町にさらに人を

呼び込み、定住してもらう事で、住みやすい町になっていったらと思います。 

（メンバー３） 私はふるさと納税に注目しました。返礼品を今以上に魅力のある物にしていた

だきたいと思います。例えば、FDA の航空チケット、北部市場の生鮮食品など他

の町にはない返礼品とする事で、得た税収入を町に還元していただき、緑豊かな

町にするために、タウンバスの無料化などに利用していただいて、やさしいまち

づくりが 10年後出来ていたらいいと思います。 

（メンバー４） 私は動物と防災について考えました。この町には緊急の場合の動物病院があり
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ません。動物病院があれば、野良猫の避妊など楽に出来、猫が増えすぎないと思

います。防災について、交流があれば、災害等困った時に助け合えると思いまし

た。 

（メンバー５） これらからの新しい皆さんの考えとは尐し違いますが、歳を取って道路を歩く

時、車が優先で、歩道を歩いたり車道に出たりして歩かないといけないです。歩

道を歩行者優先道路にして欲しいです。防災について、避難場所を町が用意して

くださるのはいいが、町内の道路は狭いので、逃げにくい道路ばかりです。 

【まち B】 

（メンバー１） 

 

事故が多い所に防犯カメラを設置したらいいと思います。ご近所付き合いを大

切にする事で、顔見知りにもなり、見知らぬ人との見分けが出来ると思います。

事故や犯罪が減って、安全に暮らせる町になったらと思います。 

（メンバー２） 豊山町は犯罪が多いという事で、交通量の多い所には防犯カメラを設置してい

きたいです。ご近所くらいは、あいさつをしっかりして、顔を覚える事も防犯に

繋がると思いますので、小さな子どもからお年寄りまで誰でも安全で安心に暮ら

せる町になると思います。 

（メンバー３） 私が考えたワードは、神明公園、乗馬クラブ、空港、レンタル自転車、ジョギ

ングです。豊山町の特長としての空港とスポーツを活かして、乗馬クラブと神明

公園、空港、イチロー会館を結ぶジョギングコース、サイクリングコースがあっ

て、空気を身近に感じながらスポーツなどを楽しむ町になるといいなと感じまし

た。 

（メンバー４） 遠くが便利で近くが不便な町の解消という事で考えました。交通空白地域を開

放して、今はタウンバスが走っていますが、プラスセミデマンドのコースをつけ

たらどうかなと思います。お年寄りから子供まで、自由な時間に元気に活発に交

流できる仕組みが作れるのではと思います。 

（メンバー５） 現状を見ると、国際間競争、都市間競争、市町村間競争で、お金をいかに稼ぐ

かという事になっています。豊山町のように、小さなエリア、小さな人口で、ど

うやったら大きな自治体に勝てるかと言えば、知恵で勝負するしかないのです。

知恵の力は掘り下げ方によって、大きなパワーが出てきます。私の一番の願望は

小さな町に知的財産が詰まっている町にしたいのです。例えば、医療技術が高い

個人病院が集まるコンパクトタウンにしたいです。耕作放棄地などを提供する。

将来の姿は、専門知識の高い医院が的確な一次診療を行って、必要なら大型機器

を有する近くでも遠くてもいいですが、大きな病院へという考え方です。それが

確立できれば、町外からも来てもらえて、収入も増えます。町民たちも恩恵を受

けることが出来、社会貢献も出来ます。 
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○発表後講評  

神谷利徳氏 自発的に皆さんが議論されている姿を見せていただきまして、色んな町で、こ

のような機会を見ますが、これほど活発なご意見が、まとめられて出るという事

は大変稀有な事だと思いました。素晴らしい皆さんの思いやアイデアが、今後、

次年度に向けて尐しでも具体的になっていくような活力を感じました。この活動

が豊山のあまり大きくない町の中で、皆さんが出来るアイデアが今日は沢山生ま

れたのではと思います。さらに継続して、素敵な豊山町になる事を心からお祈り

しています。2日間本当にありがとうございました。 

伊藤雅春氏 

 

 

今日だけ拝見させていただきましたが、この町民討議会議というのは、今回で

8 回目になると思います。その最初の 5 年間私も関わらせていただきました。ま

ちサポが 6回目の時、今後 10年やると宣言されまして、その後 2回やりました。

普段こういう場に出たことのある方は尐ないと思いますが、非常に自然に、自分

たちの町の事を、お互いに知らない方だと思いますが、知らない人同士が自然に

話しているのは、すごいと思っています。家族でも、ご近所でもこういう話はあ

まりしないと思います。しかし自分たちの町の事について、知らない人たちとち

ゃんと話せるという事は、絶対いい町になります。今日の運営は、最終的に一人

一人が豊山町の施策について、しっかりご提案されていました。普通は 1つのグ

ループで、発表するのは一人ですが、今回は全員が発表されて、施策提案も出来、

これもすごい事だと思います。議員の方も何名がいらっしゃるので、実現に向け

て、つないでいっていただきたいと思います。リアリティーのあるものから、か

なり長期的なものまでありましたが、この 2日間で生み出し醸成期間があります

ので、思い付きとかとんでもないご意見という気はしません。豊山町の問題のあ

る事ばかりでした。今日お帰りになったら、ご家族に今日の内容を伝えていただ

いて、よりたくさんの人に伝わっていくといいと思います。素晴らしい豊山町は

すぐ目の前にあると思いました。  

○主催者閉会あいさつ 

豊山町総務課長 皆さん、2 日間本当にお疲れ様でした。大変熱心に活発にご意見をいただき誠

にありがとうございます。皆様方のまちづくりに対する熱い思いを大変強く感じ

る 2日間でした。いただきましたご意見は第 5次総合計画策定の際に必ずや活か

していきたいと考えております。今回の会議については、年齢、性別、色々な立

場の方に多くご参加いただいています。しかし、皆様の豊山町を良くしていきた

いという思いが共通の思いではないかと考えます。今回の会議を通じて、新しい

皆様の出会い、お知り合いになられた方々、多数おられると思います。今後まち

づくりを進める上で、皆様の連携がより一層深まったり、新しいネットワークを

さらに育んでいただけると幸いに思っています。協働のまちづくりを実現するた

めには、住民の皆様と町職員が両輪となって進んでいく必要があります。皆様方

には今後ともご理解とご協力をお願いいたしまして、私からのお礼とご挨拶に代

えさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 


