
実施期間：１２月２２日（火）～１月３日（日） 回答者数：１１９人

以前、
美容関係の仕事していたのですが、その時に感じた事は豊田店と名古屋店、同じサービス(同じ系列店のお店)を提供するお店なのに、多くの人がわざわざ名古屋まで行ってそのサービス受ける傾向があると
いうこと。
やはり、都会へ出向いてサービスを受けたい方が多いようです。
また商業施設にしろ何もかも中途半端な規模が多かったり、入ってるお店もマイナーなお店が多かったりで、結局は何でも揃う名古屋の方へ流れていくイメージです。

問題点の中に、買い物の2割が市外に流出…
とありますが、たしかに買い物をしたいと思える場所が本当に少ないと思います。
大型の商業施設がないし、松坂屋も閉店が決まってから特に上の階はお店の撤退が相次いで、寂しい限りです。東郷や岡崎などに行ってしまいます。
イオンやメグリアにも飲食店が少ないし、若い人も多いので、レジャー型の魅力ある商業施設を誘致してほしいです。

魅力にあふれたまちを次世代に引き継ぐ商業の活性化の視点に関して、商業の活性化のみにフォーカスされており、他分野例えば、文化面の美術館や計画中の博物館等の連携等は記載されていない。魅力に
あふれたまちは商業単独で達成できる問題ではなくなっているので、より大局的な視点の事業内容があれば良いのでは。

人とのつながりが保たれる個店・商店街を大切にして安心な生活を支える商業機能を充実していくべきと思います。
自然がたくさんある地域なので、地産地消に力をいれると良いと思います。

駅近の商業施設は、調査の結果と同様、確かに魅力にやや乏しいと言える。満足できないから足が遠のくし、利益が出ないから益々規模が縮小するという悪循環が続いている。
ネット利用率が高くなっているのも確かだと思うが、時間があれば実施に店に訪れて品物を見てみたいとだれしも思っている。
コロナの影響で、ただでさえ短い閉店時間がもっと短くなってしまい、ますます店で買い物する実質的時間が減ってしまって残念。
松坂屋の後継はどうなりますか？9月営業終了とは、すぐですが、未発表ですね。駅前のパチンコ屋跡地を含めたロータリーもどうなるか、発表をお願いします。

若者が住みやすい街 例えば長久手 素敵なお店があり家を建てるに立てやすく公園なども多いと聞いています

消費者が市外に行かないために松坂屋跡地に魅力的な商業施設を作ってほしい。気軽に休憩できるスペースが街中に少ないので、休憩スペースがあるともっと人が来ると思う。

2割の人が市外で買い物をしているというデータ、分かるような気がします。
イオンスタイルとアイモール、どちらも大体同じ距離にあって、どちらに行こうかなと思ったとき、アイモールを選択してしまいます。
コロナで潰れる企業が1つでも減りますように。
助けてあげてください。

経営者が高齢化してきているのは分かるのだが、企業規模別ではどうなっているのかが分からなかった。
買い物難民対策はもっと強化していただきたい。
全体を通して市としてできることは本案が限界なのであろう。なので消極的賛成。
小中学生の頃から起業マインドを育成したり、DX化やスマホ対応を進めたりして生産性を高めたり、事業承継やM&Aを推進していかないと生き残れないと思う。
経営者が高齢化してきているのは分かるのだが、企業規模別ではどうなっているのかが分からなかった。
買い物難民対策はもっと強化していただきたい。
全体を通して市としてできることは本案が限界なのであろう。なので消極的賛成。
小中学生の頃から起業マインドを育成したり、DX化やスマホ対応を進めたりして生産性を高めたり、事業承継やM&Aを推進していかないと生き残れないと思う。

はっきり言って中途半端な商業施設ばかり。ららぽーと、コストコ、アウトレット、近隣の市町村はこの辺りを誘致しているのに、なぜ愛知県で1番面積の大きな豊田市ができないのか疑問。こういう集客
力の大きな施設に、地元のお店も出店させてもらえば効果も宣伝も大きい。松坂屋が無くなった後に、また中途半端なものができるのでは無いかと不安。

行政と中小企業や個人経営者を繋ぐ（商業支援員）又は（商業ビジネスコーディネーター）なような人材を育成する。そして、
１・新商品の開発　
２・ネットワーク販売、HPの開設　
３・宅配サービス
４・SNSによる情報発信　
５・異業種交流会の関係強化
６・異業種共同セールで連携強化
７・買い物弱者支援を事業化する

豊田市にあるお店（イオンやメグリアなど）は店舗が小さく感じるが、その分買い物がしやすいので、無理に拡大する必要はないと思う。
キャッシュレスでの支払いができないことかあるので改善してほしい。（食料品の宅配のキャッシュレス化）

第１６回 （仮称）豊田市商業活性化プラン2021～2024（素案）に関するアンケート

コロナをきっかけに、働き方が変わってきている。テレワークもその１つであり、ネットショッピングもさらに充実かつ身近になってきている。
テレワーク環境の提供や、ＩＴを活用した仕事の充実、環境整備など、重要になってくると思いました。

内容は先を見通した全方位的な計画でよいと思います。
ただ、資料をt見る中でなかなか言いたいことが伝わりません。
youtubeなんかで本資料を10分くらいのプレゼン動画にして説明してみてはどうでしょうか。
たしかにららぽーと東郷と比べると、豊田市駅前の店舗は見劣りしますね。
gaza x kitara を一つの店舗としてみると箱としては立派ですね。

買い物はネットで済ます時代にシフトしてきている。人気の飲食店を多く存在させて商業の中心に置く。お店にわざわざ食べに来ることがメリットになるような仕組みを構築する。商業を行うことが他業種
より魅力になるようにしていけば良いと思う。

・魅了のある大型店を誘致する。
・駅前開発が街の活性化に繋がっていない

商業団体の要望や意見を知りたい。

【１】当計画案にについて、ご意見・ご要望があれば、お聞かせください。

豊田市は出店数が少なく松坂屋さんが閉店したらますます駅前も買い物出来なくなると思います。
コロナ禍で大変だと思いますが魅力的なお店が増えて欲しいです。

豊田市で開催する販促イベントの数を増やして魅力ある豊田市にしていただきたいと思います

・人口当たり大型店売場面積は周辺都市の中で最も低い。
　→人、交通渋滞が増えることから、大型店舗の誘致推進は断固反対(アウトレット　等)。
　　豊田のよさ(自然が多い)ことを守って欲しい。

衣食は、生活していく上で必要不可欠なものなので、当計画案は力を入れて取り組んでもらいたいです。



課題、方針、具体的な事業が整理されていて分かりやすいと思います。

魅力的なお店が少ないように思う。イオンにしても、近隣の都市にはもっと人気な専門店が入っていたりするのに、豊田市はなんかパッとしない。豊田市駅の商業施設ももっと充実させてほしい。豊田市に
人が集まってくるような商業施設を増やしてほしい。

能書きが多すぎてよく分かりません。

計画案の概要を読んで、市外の大規模ショッピングモールに消費が流れているという事実を認識した。確かに自分もみよし市によく買い物に出掛ける。
豊田市は自動車の保有率が高い地域なので、特に駐車場が広くて(＝たくさん停められて)無料のお店は、多くの人から支持されていると思う。昔ながらの個人商店のお店は、買わないと帰れなさそうで入る
のに勇気がいる。
そう考えると、自動車での移動が可能な人には、いわゆる昭和の商店街を目指すより、大型ショッピングモールのような商店街で駐車場もたっぷりあると客としては使いやすいと思う。
ただ、高齢者などの買い物先としても、普段のちょっとした買い物は近所でできた方がいいのでその辺りも考える必要はある。
別件だが、
アンケートモニターを通して、市として色々なことを考え実行してくれていることがわかった。感謝

商業活性化プランと同時に買い物難民（商業地域まで遠くまた健康でない人で行けない人等）の救済も同時に考えてほしい。

豊田の中心部の商店街はお客さんを見かけません。そこにしか売ってない、どうしてもここに行かないと買えない、といったものが用意されていないからではないでしょうか。ここよりも名古屋のほうが魅
力的なものがあって、ちょっと足を延ばしてもそちらへ行ってしまう状況です。
いよいよ豊田にはデパートがなくなるという寂しい状況は何とかしないといけませんね。
女性の勤労意欲が低いのは恵まれた環境で働く必要がないからではと思います。
若いお母さんにもう少し頑張って文化的意識の高い子供を育ててほしいです。
世界の豊田なのに世界に目を向けている人が少なくとよたを出てない人ばかりです。

豊田市駅周辺へ買い物で出かけることはほとんどないです。行きたいと思わせる場が欲しいです。プランについては色んな角度から考えられていて素晴らしいと思いました。

分散して市民みんなが共有できる楽しみを見つけてほしいです。

今後の商業振興策について、多種多様な方策を企図することは重要なことであると思うが、細かすぎるゆえにかえって具体性が見えにくい。豊田市の購買力はかなり高いはずであるので、結局とにかく消費
喚起のための魅力的な起爆性が欲しいと思う。

１．豊田市の消費の約2割が市外に流出とあるがどのような調査なのでしょうか？ ららぽーと愛知東郷や長久手市の各種大型施設などかと推測しますが同様なことを豊田市として誘致をして欲しい。
松坂屋トヨタ店の来年撤退も寂しい限りです。跡地を是非活用して大型施設を誘致いただきたい。
２．ｺﾛﾅ禍で個人経営の商店などが休業や廃業においこまれている中で豊田市としての支援は伝わってこないのですが他市よりも何か違うものあるのでしょうか？
３．人材不足は深刻な状況とありますが65歳以上でも働く意向にある方が多いともありうまくﾏｯﾁﾝｸﾞさせれるような取り組みはできませんか？
４．消費者ﾆｰｽﾞや社会の変化に応じた経営ｻｰﾋﾞｽの改善で他市の支援機関に相談に行く事業者も少なくないとあります。これはこれで豊田市にも相談してもらえるようにすべきかと思いますので検討してい
ただきたい。

私が住む地区では、高齢夫婦のみの世帯が増えており、車の運転が出来なくなった場合の買い物などの日常を支えるサービスの取り組みがあれば安心して過ごせるのではないかと思っています。食事や買い
物の宅配サービスのエリアが市の中心に限定されている為、もっと広範囲で利用できれば便利になり、地元の農家や飲食店を応援出来ると思います。

魅力ある豊田市をつくるための課題と対策が、分かりやすく
これからの実行がどのくらいすすむか！楽しみです

第15回「「（仮称）豊田市産業振興プラン（2021-2024）」に関する意見募集」と同様に
行政としての認識が甚だ希薄。
意見を問うのではなく、行政の優先度や選択が理解されるのか、支持されるのかを図るべき。
市民が関心の無い事に市税（市職員の給与やボーナス退職金を含む）を投入するには、それなりの根拠の提示や理解活動が必要。
あれもこれもやりますを示して、どうですかの意見をお聞かせ下さいでは、甚だ無責任で典型的なお役所仕事。

商業活性化を目指して、魅力あるまちづくりに取り組むにあたり、前の3年間の活性化プランの反省を踏まえてあらたにプランを立てるべきだが、あまりにも状況や環境が変わりすぎている。外食が家庭で
の飲食に変わり、対面でのサービスが敬遠され、商業施設での買い物がインターネットでの買い物に変わっている。そんな中でも商業を発展させ、商店街ににぎわいを取り戻すのは容易ではないと思う。買
い物は確かにインターネットで注文できるが、例えば髪の毛のカットなどは理美容院に行かなければ、素人ではなかなか難しいだろうと思う。行く回数は減ってもゼロにはならないと思う。そういうお店と
何か協力できないだろうかと思う。理美容院でお客さんに商店街の割引券を渡してもらうとか、何か具体的な案を取り込むといいのではないかと思う。

豊田市は安城市や岡崎市に比べて店が少ない気がします。スーパーで言っても農協か生協のイメージ。最近やっと少し他のスーパーが参入してきた感じはありますが…。いまある店でなんとか改善しようと
思っても発展はしないと思うので新しい店をどんどん参入させてほしいと思います。

岡崎にアウトレットモール進出と知り、危機感を感じた。
みよし市、長久手市、東郷町の大型施設への消費者の市外流出に、魅力ある豊田市の施設が欲しい。
松坂屋撤退後の豊田市駅前の集客力が心配。高齢者は身近な場所での買い物を楽しみたい。インターネットや宅配で物は買えるが、出かける楽しさはある。

豊田市には、一軒のお店やコンビニもない自治区が
あります。
そういうところは、高齢化も進んでいます。
車と免許を手放さなくてはならない人も出てきています。
安心安全で地域密着の配達販売、訪問販売も必要です。
注文を受けるボランティアもいいかもしれません。
具体的に早く、実施していただきたい。
市内中心地の便利なところとはしっかり区別して
考えていただきたい。

労働者の問題は、人手不足と働きぐちがないこと。いつも矛盾を感じています。人手不足と言われているのに、なぜ就職したくても採用されないのでしょうか。今コロナのせいで仕事をやめさせられて仕事
を探している人が多くなっていると聞きました。でも人手がほしいところもあるようです。情報は届かないのでしょうか。豊田市では、結婚した若い女性の就職が少ないように書いてありました。子育ての
不安を考えると就職できない人もいると思います。仕事と子育ての両立ができる環境が必要だと思います。

第一に小売吸引力を上げているが、それに対する効果的な対策が挙げられていない。
近隣自治体に続々と魅力的な複合商業施設が開店しており、豊田市内にそれに変わるものがない。以前より豊田市駅前の開発を進めているが、複合型商業施設に比べ、店舗の配置なども最適化できず、魅力
が薄い。KiTaRa商業施設感がなく、今日はKiTaRa行こう、という意識にはならない。イオン豊田も売り場面積は小さいため、店舗規模が小さく遠方から客を引き込む魅力はない。
赤池、東郷、岡崎のような大型モールを誘致する計画は商業活性化プランにはなく、商店街関係ばかり。なぜ、市外に客を取られているのかの要因解析が本当にできているのか、何を解決したいのか、プラ
ンからはよく分からなかった。豊田市内に客を取り戻したいのか、豊田市内で客を失っている小規模店舗(商店街)を支援したいのかはっきりすべき。後者ならば、流通や事業の統合など合理化を進め、価格
競争力や商品魅力を高める策が必要。イベントなどで購買機会を作っても、継続的に客は戻らない。



豊田市の商業の現状がよくまとめられていてよくわかりました。
松坂屋豊田店が閉店するので、空き店舗の活用法や、新規に加入する店舗の希望をぜひ市民に聞いてほしいです。

データ化されていてわかりやすかった

松坂屋豊田店が閉店した後、そごうの時のように長く何もない状態が長くないようにして欲しいです。

大変良い計画だと思います。

コロナの影響も踏まえた計画で、実践しやすい内容と思いました。

具体的な策が実現すると良い。
子育て世代へのサポートをもっと充実できるとなお良い。

それも大事かと思いますが今は目の前のコロナのおかげで皆さん経済的に厳しいから対策を講じて欲しいです。TOYOTAで働いてる人間も居ればTOYOTA系列ではない市民も居ます。豊田市ならではの政策
で助けて下さい。

豊田市をもっと良くする為、自産自消をもっと意識した政策を取って欲しい

日々の食品、日用品などは市内のスーパーやドラッグストアでします。コンビニも私の住む地域にはたくさんあり、満足しています。
しかし、美味しいものを食べたいとか贅沢品やプレゼントなど買うときは、ららぽーとや市外の大きなイオンに行きます。髙橋のイオンにもっとお店を入れて充実させて欲しいです。

今魅力の少ないまま次世代に渡すことなく楽しい豊田市を継承してほしいです

トヨタ生協があるからか、魅力ある大型ショツピングセンタヘが豊田市に進出しない。なぜ三好、東郷にできるのか?  また我々も市外に買い物に行くケースが多い。
近くにトヨタ生協(本部店以外)があるが、魅力に欠ける
価格面、新鮮度、接待力等 企業努力が足りないのではないか?  
トヨタ生協ともう少し協調した戦略が必要だと思います。
このままだと、本部生協以外は無くなると思います。

労働力不足の解消の件で、子育て世代の意見として、まずは子どもが園に行ってる間だけ働きたいと思い始めると思います、ですから短い時間でも採用していただける労働環境を増やす事が解消につながる
のではないかと考えます。
また、土日休みの仕事を希望する方が多い理由の１つに、こども園は土曜日預かっていただけるが、学童は土曜日お休みなことがあると思います。学童も土曜日預かっていただけると働き手が増えるかもし
れません

子どもの頃、豊田そごうができたおかげで豊田市にデパートができ、市内のバスや駐車場が整備されたと母が言ってました。豊田市が閉店後に松坂屋ができ、イオンやスーパーでは売ってない高級な物を買
うことができました。しかしネットが普及しさらにコロナ禍で買い物に出掛けることが少なくなり、松坂屋の跡地にお店が入る可能性は少ないかもしれません。しかし松坂屋が閉店したままだと街が閑散と
して、治安悪化も考えられます。
廃校をアトリエ(製作場)として使うと聞いたことがありますが、アトリエとして貸したりお店ではない市役所の一部として使ったり、人の行き来がある跡地になってほしいです。

よくわからないので、意見は言えない。

産業と言っても活性化に結び付けるには、それなりの予算が必要になると思いますが、費用対効果をしっかり見極めて実現につなげてほしいです。わたしたちの税金を意味あるものにしてほしいです。

豊田市の商業構造には今、逆風が吹いている。
　その主因はコロナ禍による顧客の減少による売り上げダウンによるものである。
　松坂屋豊田店も来秋には閉店するし、豊田市のみならず、岡崎など周辺都市にも大型店閉鎖が続いている。
　特に今はコロナ禍第3波対策で、愛知県全域の飲食店に時短要請が出ており、他にも規制がかかっている。
もう少し、立ち止まって、人口移動(旅行、外出)の抑制、時短などの商業スタイルの変化に対応したプランを加味すべきと思う。

色々と支援してくれる感じは伝わったが、具体的に豊田市がどう変わっていくのか(どう変わっていきたいのか)ビジョンが見えづらい。
言葉は悪いがバラマキのように感じた。

豊田市南部に住んでいます。車の免許証を返納したら買い物難民になること必須です。「商業活性化プラン」は死活問題です。

商業者、事業者、消費者それぞれの観点からのアンケートに基づいて考えられていて、このまま進めてください。
近所を見ていると、80代以上になると買い物に出かけるのも大変になるので、スーパーの定期便が市内のあらゆるところに現在のように来てもらえると、将来も安心です。

古希になりますので、特にありません。

買い物をするにもあまりお店がなかったりしたが、今では お店も多くなりいろいろ楽しめているようにおもう。若い人のようにネットでシヨッピングと言うこともできない人のことも考えておいてもらい
たい。

豊田市駅前の大型店が定着するような計画、また、車離れの進む若者層が、車無しでも市内の店舗で買い物できるような交通機関の整備をもりこんだプランの
実現をお願いしたいと思います

スタンプラリーなどのイベントを増やしたら人が集まると思う。

年功序列、生涯雇用が崩れた今、就職すれば安泰ということはない。軸になる仕事と、副業をそれぞれの特性を活かして持つといいのでは。
今ない仕事を作り出したり、形を変えたりする時にはやはり色々な面での支援が必要だと思う。お金だけでなく、知恵の共有を実務レベルまでおとして学べる、アドバイスをもらえるといいのでは。

豊田ブランドとなる商品にとても期待しています。魅力にあふれたまちに直結していくと思います。

「市民が市内事業者で購買する機会を提供」について、
何故豊田市民がわざわざ市街に車で出かけて買い物をするのか。駅周辺の駐車場事情の問題を考えると、
・駐車台数の絶対数が少ない
・駐車枠が狭い
・無料時間が短い、5時間設定の駐車場が遠すぎる
・映画を見るために遠くの駐車場を選ぼうとは思わない

また、豊田市内での購買意欲の面では
・魅力的な店が少ない、あっても品数が少ない
・長時間滞在したいと思わせる店、イベントが少ない

このために、長時間滞在でき、枠の広い駐車場や魅力的な商品や品数の豊富な店がある郊外のショッピングモールや名古屋市まで出かけてゆく。
これらに対抗できなければ、まったく新しい発想で違う攻め方で豊田市は戦うことを考えるべき。
であれば、商業施設の拡充はあきらめて、文化・教育・製造に特化し、大きな商売は郊外や名古屋に任せる。などの発想の転換をしてもよいと思う。

コロナ禍の対策は必要だと思います。
コロナ禍ではなくても、新しいお店ができても、はやく閉店になってしまうお店が多いと思います。どうしてなのかな？と疑問に思っていました。何か理由があるのでしょうか？



そのまま進行して頂きたいです。

現状では不必要な計画だと思います

一昔前に、豊田市は生協があるから、お店の新規進出が出来ない。阻止される。と聞いたことがあります。
今でこそ、カインズやマックスバリュ等、初店舗が出来ましたが、まだまだ三好にあって豊田には無い。岡崎にはあって豊田には無い。という店舗が多いです。
イオンに頑張っていただいても、中途半端な数の専門店な為、集客力も落ち、撤退する店が続出していると思います。
コストコの誘致を頑張ってもらえたら、集客力は凄かったと思いますが。
後は、東海環状線近くで、アウトレット誘致を。
豊田市民、他市、他県の方を呼べる魅力ある
巨大モールや、げんきの郷(大府)やあぐりパーク(豊橋)のような、大きな道の駅を。

・事業が多すぎるのではと心配です。
・起業支援に重点化してほしい。
・あと気になるのは、買い物難民対策です（商業活性化とは関係ないかもしれませんが）

休日の豊田市駅周辺の人を見ても閑散としている。いろいろ環境整備などにお金をかけているが、結局、市民はそこに価値を見出していない。一方で、他市の民間の大型商業施設は人で溢れかえり、豊田市
民もそこへ行く。何か、抜本的な改革が必要なのではないでしょうか？今の企画でさほど変化はないような気がします。

コロナのこともあり、買い物をネットや宅配で済ませる人も多いと思います。なので、店舗のコロナ対策はもちろんですが、それとは別に、YouTubeやSNSで豊田の名産品や商店街、料理を発信してPRし
たり、ネットでも購入できる様にするのもひとつの方法かと思います。

若者だけでなくシルバー世代の私達でも豊田で買い物を楽しめる所がない。
ネットでの購入は思っていたものと質感が違う色が違う大きさが合わない等、不満もあるのでできれば実店舗で商品を見て試着して購入したいが買いたいものがある店や気分転換になるショッピングセン
ターやモールが豊田にはない。
そごうが去り、松坂屋が撤退し（買いたいものはあまりなかった）どんなお店が望まれているかリサーチをして誘致してほしい。

閉店が決まった松坂屋の後は，駅を利用する人たちも利用したいと思う店舗の誘致をぜひお願いしたいです。
車社会の豊田市は近郊の大型ショッピングセンターを利用する人が多くても，今後高齢化が進むことを考えると近くの商店が減ることは大きな問題です。解決策を望みます。

松坂屋豊田店の跡地の使い方が気になる。三河線が複線化する様なので、名鉄系のデパートは呼べないのだろうか。尾張偏重の名鉄を三河にも呼んでほしい。

駅前を中心に少しずつ変わってきたことを実感している。
アプリのマインリーを利用しているが、身近な情報が入るので今まで行ったことのない店にも足を運んでみようかという気になるのでもっと多くの人に活用してもらえるようアピールする事がいいのではな
いかと思う。
市内の大型商業施設に魅力を感じないので市外に流れてしまうのは仕方がないと思う。
大型の商業施設が難しくても四郷に出来た色々なお店が集まっているものも面白いのでそういう場所が増えればいいと思う。

この活性化プラン基本的には賛成です。
ただ中心市街地での交通環境は、駐車場など含め決していいとは思いません。
また豊田市駅に隣接するデパート「松坂屋」が21年9月
撤退する予定です。
そうなると街の活性化について心配されます。
ですのでその後のことについてしっかり議論して頂き、
益々発展するようにして頂きたい。
また中心地だけでなく離れた所でも賑やかな街づくりを
して欲しいと思います。

素晴らしいプランだと思う。コロナ禍で衰退したものを再び活性できるようにしてほしい。

高所得者層が多く、女性に就労意欲がない（働く必要がない）というのは町がおおらかでゆとりがあるということを示しているのではないだろうか。
私は出歩く（ふらっと出かける）ところがないと感じている。例えばキタラにふらっと時間をつぶせる小物を売っているようなお店や書店があるとよいと思うが、食事か映画か銀行、という限られた目的で
しか行けなくて残念に思う。
労働力を求めるよりも、ゆとりある気持ちを生かせるようなものが生み出せないかなあと思う。

郊外の大型店舗に人が集まり、個人の商店や昔ながらの商店街は営業が難しい状態になっていると思います。
また、今はネットで物を購入する人も多く、実店舗での買い物は少なくなる一方です。
そこで、豊田市内の個人商店などのお店をまとめて、ネット上にモールを作ることはできないのでしょうか。
Amazonや楽天で購入するようなイメージで、豊田市内のお店を通して注文できれば、個人商店の存続にもつながると思います。

街の活性化には、やはり豊田駅の開発が最も必要だと思う。もしくは郊外に大型ショッピングモールなどを作る。人を呼び込まないことには街が動かない。

高額収入の多い市民がモット財布のひもを緩める方策が必要です。堅実な市民が多く、将来が不安な現状より難しそうです。
市内にはスーパー、コンビニ等は多くありますが、アウトレットモールがありません。更に郊外型のモール類がない？そのあたりが、市外に２割の買い物客の流出がある原因では？

岡崎や長久手のように大きなショッピングモールがあるといい。
松坂屋の閉店でもう少し駅周辺の集客の目玉になるようなお店ができてほしい。
計画はとてもいいと思うが、コロナなのでなかなか飲食など商いが難しく、好きなお店が無くなってしまってたりしているのでので補助などもして将来にも続いていけるようにしてほしい。

幅広い年代、世代世代で考え方も違うと思いますが、幅広い年齢層が当てはまるように

商業施設の拡充はもっと頑張ってほしいです。駅前再開発の目玉で合ったはずのKITARAはものすごく期待外れで残念です。すでに廃墟感が漂い始めています。豊田市が考えると何でこんな感じにしかなら
ないのでしょうか？いなべ市を見習ってほしいです。

電車を降りた時の印象があまり良くないので、駅ビルをどうにかして欲しいです。
松坂屋の後にも、名古屋からわざわざお客さんが来るようなお店が入るといいです。
「映画の街」「ジャズの街」とかいまひとつだったので、何か上手くハマるといいなと思います。「アニメの街」とか「スイーツの街」とか。いいのが浮かばないですが。

現状把握において、買い物を市街に出かけるのが２割とありますが、何が魅力がないのか？以前は高級品は名古屋というのが一般的であったきがしますが？
市の物価は近辺の地区より大変高いのが現状です。高所得家庭が多いのかとは思いますが。
その辺りがメスの入れどこでないか？

消費行動が市外へ流れることがあるため、魅力ある商品を
提供でき、後押しできる政策を望みます。

豊田市に魅力的な商業施設が少ないのでどうしても市外へ出ないといけないというのは問題だと思います。

個人的な好みで申し訳無いが豊田市内にある商業施設は
どれもテナントが非魅力的と感じる。
結局のところ目的の店を求めるとなると
名古屋へ出てしまうのが現状である。
その様な状態では自治体の懸念している今後の近隣商業施設出店による購買力の流出は抑えられないと思われる。



市内で利用できる
クーポンを発行する
SDGSカードのポイントを
市内の商店で貯まるようにする

コロナの影響もあり、商業の人出が減りたいへんだとおもう。
ネットでできることを充実してほしい。

豊田松坂屋の閉店などで、市外への買い物が増えてしまう。駅前は駐車場無料も充実しており、子どもが遊べるスペースもあるため、買い物エリアも充実するといい

豊田市外の大型ショッピングモールと同じ商品が同じ価格で買えるインターネットショッピングを豊田市として検討してほしい、送料も地域ごとで配送が出来る工夫をし、無料になるような方策の検討を望
みます。

65歳以上も就労継続できる社会になればいい。
希望者は増加すると予想する。

まずはコロナ対策に注力して欲しい。経済産業はそれから。

コロナウイルス対策が考えられていていい

マーケティングの最大活用

ニーズの把握が重要である

訪れたくなる魅力的な店舗集積→松坂屋閉店後に何が入るのかが不安。ますます豊田市にくる魅力が減ってしまうのではないか

山間部を大いに活用し大規模なオ－トキャンプ場を開設して、活性化を図る。

豊田市は十分充実してると思います。
障害者のとりまく問題に力を入れてますが、ひまわりなど施設はたくさんあると思います。
発達センターや愛の里など、十分です。

これをまとめることのとでなんの情報を得たいのかわからない。
計画案ですか？
それとも報告書っておもえるのですが…
この計画案で何をどうしたら良くなるのかがわからない。
どの計画案を見ても何を具体的にどうしたいのかわからない。

豊田市は大型ショッピングセンターがないため、以前は岡崎や名古屋まで出かけることが多かったのですが、コロナが流行し始めてからは豊田市内の店に行くことが殆どになりました。ただ、コロナである
ことも大きく影響していますが、豊田市内の店では必要なものしか買わないことが多い気がします。それだけ魅力ある店が少ないように思います。外食もコロナ禍でも、換気がされているのか心配な店が多
く、行く気になれません。もっと換気や大部屋で少人数で使えるなど、コロナ禍でも安心して使える店が増えるといいなと思います。

豊田市は中心市街地の駐車場が使いにくく買い物に行く機会が少ないです。もっと駐車場が使いやすい商業施設を作って欲しいです。
また、商業施設で働く方は土日も出勤することが多いですが主婦層、特に子育て世代の人は土日休みを希望する方が多く人手不足も懸念されるので企業側にも土日休みでも働きやすくするよう求めたり、土
日は休業の店も増やしても良いと思います。

難しい問題です、
豊田市が。皆が幸せで暮らす
街に、なって欲しいが
福祉は、遅れているし。

商業は活性化していないのが現状です。商業の中心は中小零細店が担っています。なぜ中小零細店が活性化していないのは、経営者に問題があると思う。自信を失っているので、専門家に依頼して、活性化
するのが、有効です。

商業活性化プラン良いと思う

豊田市には大型商業施設が無いので買い物に関しては全く魅力が無いです。せっかく所得の高い世帯が多い、豊田市の東の方（矢作川の向こう側）は何も無い土地が多い、高速道路のICもあるので、起爆
剤となるような施設がないと、若い世帯は近隣の市に買い物に行ったり、豊田市外に住宅を購入してしまいます。
地元の店や既存の中型店を支援するのももちろん重要だと思いますが、核となる商業施設がほしいです。
松坂屋の後は何になるか分かりませんが、松坂屋のビルとT-FACEのビルを合体させるなど思い切ったことをして、中途半端な施設にならないようにしてほしいです。松坂屋撤退はとても悲しいですが、千
載一遇のチャンスでもあると思います。

特に異論なし。経済とコロナ感染対策の両輪をしっかり回してほしい。

よくわかりませんが、いいのでは？

成り行きだと、買い物難民が急増する懸念があり、対策に力を入れて欲しい。
山間部だけでなく、少し奥まった古い住宅団地なども、高齢化が進んでおり、喫緊の課題。
松坂屋撤退後の跡地活用・誘致について情報発信して欲しい

出来れば、車が無くてもゆっくり買い物が楽しめるような商店街や活気に溢れた市場とか、よそからも来たくなるような商業地域が豊田市にも出来ると良いなあと期待しています。人の賑わいが商業活性化
の元だと思います。

豊田市には、大きな店舗が少ないと思います。私も買い物は市外にて購入しています。もう少し大型の店舗の誘致、例えばコストコなどをしてみては？又、市駅周辺の店舗誘致は必要と思います。キタラに
ついては、私的には必要がないのでは？まだ、出来てから、数回しか行っていませんが、あまり魅力がありません。

特にありませんが、いいと思います。

コロナのことをもう少し取り上げてほしい。

コロナ対策を第一にお願いします。
若い女性の労働潜在力があると書いてありましたが、わたしは30代で働きたい時に子どもが入園できずに働くことを諦めました。
豊田は県外、市外から来ている人も多い印象なので、働く環境を整えれば人材も確保できるように思います。

松坂屋豊田店の閉店はとても残念です。ちょっとした手土産を買うところが無くなるのは厳しい。ぜひ商業施設活性化いただきたい


