
実施期間：１月２２日（金）～１月３１日（日） 回答者数：１５４人

豊田市観光実践計画2021～2024に関する意見募集

【1】豊田市観光実践計画2021～2024についてご意見がありましたらお書きください。

おおむね賛成。地区観光会議での意見を読むと現状の問題点がよく分かった。来場者が
伸びている施設はそれなりの努力をしているのだろう。松平郷は高齢者の利用が多く、
宿泊が全くないのは納得である。確かにあの辺は寺くらいしかない。人口が増えてくれ
ば変わるかもしれないが。情報発信やアクティビティの用意が必要と思う。

市が広域で、観光スポットも点在しているので、市駅から、効率よく見所を回れる観光
客向けのバスがあってもいいとおもいます。コロナが終息しないと難しいとは思います
が…。

コロナでしょうがないとは思う。コロナが落ち着いたら、スタジアムでイベントをたく
さんやって、観光客が増えるといい。

ツーリズムとよたのＨＰを見ても、豊田市の観光名所はあまり魅力を感じない。観光名
所に人を呼び「観光」事業を発展させていくことは難しいように思います。計画案には
いろいろ書いてありますがあまり期待が持てません。「観光」とは違うアプローチをし
た方がよいのではないかとと思います。観光地としては光っていなくても、自然として
みた場合はそこそこのレベルであり、それに親しむ場とての活用はあるのではと思いま
す。

ラリーを中心とした観光誘致プランが特に面白いと思いました。自動車産業の盛んな地
域性を生かして、工場見学やイベントなどを組み合わせたら、魅力的な観光プランが出
来ると思います。

計画案は、内容が豊富だと思いますが、コロナに対する対応が甘いです。

コロナ禍の中で、計画が甘いのではないかと思います。

おおむね良いと思います。今後、コロナウィルスは程度の大小はあれ不安は残ると思い
ますので、リモートワークがスタンダードの時代になってくると予想されることから、
通信網の整備などを進め、ワーケーションの需要も取り込んで行ってはどうでしょうか



高齢者が増える今後を鑑み、各観光地（施設）へ主要駅から直接行ける交通を設けて頂
けると活性化すると思う。

観光が重要なのは理解できます。豊田市駅まではかろうじて公共交通機関でこれたとし
て、さらに東の山間部に人を呼ぶのはそれなりのモチベーションがないと難しいです
ね。四季桜、紅葉などはモチベーションになりますが、移動が手間なのと、毎年同じよ

 うにあるものですから年々集客モチベーションも減少しているような気がします。最近
 の消費マインドはモノからコトからトキと変わっていると聞きます。豊田市全体で集客

して、そのついでにその日、その時にしか体験できないイベントがあれば山間部にも人
を呼べるかもしれませんね。例えば、自動運転やハーモなどの移動そのものをイベント

 にしても面白いかもしれませんね。また、四季桜＋期間限定の脱出ゲームやスタンプラ
リーなんかがあるとよいかもしれませんね。

観光のためには、施設や歴史との結び付けや自然などいろいろとあると思いますが、交
通の便が大切だと思います。名古屋からの電車も不便だし、基幹バスも本数が少ない、
自家用車だと駐車場が少ないなど、それらの対策がまず必要なのではないかと思いま
す。

KPIの部分で標識やお手洗いについての記述がありましたが、ここの部分についてはあ
る対象に向けてアンケートを取ったのかそれとも産業部商業観光課の中で出てきた意見
なのかが記載してあると良いと思いました。実際に観光に関するボランティアを行った
人へのアンケートなのか、普段豊田市で生活する人が気づいたことかによって視点が変
わってくるのではないかと思うからです。計画の本編の方は余白がきちんと取られ、
すっきりとしていて配色もよく読みやすかったです。

豊田市内の観光地は1か所完結していると思う。立ち寄り先アンケートを見ても、観光と
食事がセットになっているだけで、宿泊するほど観光スポットがあると思われていない
と予想できる。周遊プランの提供を行なったり、各自がプランを組みやすくする為のア

 ドバイスが必要なのではないか。主な観光地間の移動時間を記したり、市内から観光地
への移動時間とその間にある食事処や宿泊地情報の提案などはされているのでしょう
か。さらに宿泊する事で特典を提供したり、随時観光地でのイベント情報を更新してお

 くなども。旅行の計画をする際にあちこちのサイトで情報を得るのは手間なので、1か所
 で完結するくらいの情報量を持たせたサイトを作ったり。市民のオススメなどもアン

ケートを取るなどして掲載したり。各方面がバラバラで活動しているようではその活動
も無駄になってしまう気がするし、それではもったいない。



豊田はいろいろ観光バスや立派なスタジアムや能楽堂などがあるから、もっとわかりや
すくアピールできれば沢山のひとに利用してもらえると思う。

豊田市を観光というのは、どうもぴんと来ない。市外からの観光客というより、市民の
ためのイベントを考えてほしい。豊田市は広いので、こんな豊田を見てみたい、知りた
い。みんなが楽しめるように考えてほしい。特に今は、遠くに行けないので、近場での
んびり楽しめるといい。

・1 KGI（重要目標達成指標）で『訪れた観光地について、満足と感じた人の割合』が
低いことについて　→初めて訪れる人やリピータを増やすために、SNS等の評判を広め
てもらうことが重要である。
・豊田市への平均滞在時間が平均で2.0時間と短い　→宿泊を含めて、滞在してもらえる
ようにホテルや旅館を拡充する。山間部を活用し、大型アミューズメント施設を建設す
る(ディス二ーリゾートやUSJのような)ただし、豊田市の魅力としては 自然が多いこ
とが魅力。何か施設を拡充して無理に人を集客しなくても良いのではないかと考える。

・豊田市はトヨタ自動車の町の印象が強いため、トヨタ自動車と連携し、例えば工場見
学の一般開放の拡充等の促進する。ラリーを中心とするモータースポーツイベントを活
用した観光振興は賛成。
・概要のグラフ：『市内観光地来訪アンケート調査』の見方が概要しか見ない人には分
からない。本編に記載があったが、概要にも　『左は来訪前』、『右は来訪後』を上か
下にしっかり明記して欲しい。
マイクロツーリズムで市民にいろいろな観光地を知ってもらうのは良いと思う。コロナ
禍で遠出ができず、三河湖周辺へ行ったが、思った以上にきれいで、自然豊かでとても
気に入った。観光というと、市外、県外へ行きがちだが、市街地から遠くないところに

 良い観光地がたくさんあることは豊田市の魅力だと思う。『とよたび手帖』や『とよた
びグルメガイド』を手に出かけたので、今後もいろいろな方法での情報発信に期待した
い。

コロナ禍で落ち込んだ分を早く取り戻せるといいなっと思いました。

豊田には香嵐渓や四季桜などすばらしい観光地がある。ただ紅葉の時期は混むので交通
整理ができたら、来やすいと思う。



昨年10月、コロナが少し落ち着いている頃にかれんの里を訪れました。バーベキューも
でき、色々と買い物も出来て楽しめましたが、もう少し駐車場とレジの混雑が緩和され
るといいと思いました。自動車産業だけでなくラグビーにより世界中に豊田市を知って
もらい、いつかまた外国人が豊田市を訪れる時の為に、駐車場などの整備がされればと
いいと思いました。コロナ禍により夫は自転車を始めましたが、安城市にあるようなサ

 イクリングロードが豊田市にも欲しいそうです。豊田市郷土資料館や松平郷などを訪れ
 た際に、豊田市は歴史もある土地だと思いました。市外の人々だけでなく、豊田市民に

も豊田市の魅力をもっと知る機会があればと思います。

観光客のみならず市外の人間がお金を消費するような場所・イベントをやってもらった
らもっと豊田市が潤うと思う。

私が知らないだけで、豊田市にも観光できる場所や施設がたくさんあるのだなと思いま
した。　足助風鈴まつりとか、中馬のおひなさんとかイベントがある時は、行ってみよ

 うかなーと思わせるPRをしたらいいのではないかと思います。猿投山の登山は初心者で
も行きやすい山だと思うので、そういうところの呼び込みをして周知させていくのもい
いかと思います。　

豊田市＝観光地というイメージがないし、今のコロナ過の現状で難しいとは思います
が、実践出来たら素敵なことだと思います。

観光できるところも意外とたくさんあるけれど、公共交通機関が不便。名古屋からも時
間もお金もかかるし、もう少しアクセスが良くできるよう工夫してほしい。

観光客が増え、経済の活性化や知名度、魅力がアップするのはよいことだと思う。大井
平公園の紅葉シーズンには、駐車場が十分ではないように思うので、小原の四季桜の
シーズンのように、巡回バスがあるとよいと思った。

豊田市には市外からの観光の魅力は乏しいのが現状。むしろ知名度の高い自動車産業や
関連産業の魅力を活用すべき。観光の主力の香嵐渓では、シーズンになると交通渋滞が
激しく、駐車場も不足。近隣住民の生活すら脅かされる。このような状況下では、観光
振興を考える余地なし。観光は地域の活性化や牽引する主要産業にはなりえない。地域
住民の特に観光では恩恵を受けない、むしろ迷惑を被る地域住民の声に則していない計
画。



ラグビーがスタジアムが開催されたとき、観光客が来て毛材効果もあり豊田市を知って
もらうことができたように、スタジアムのイベントをもっと増やすとよい。ライブや、
フリーマーケットや、世界の物産展、日本各地の物産展、屋台村など、増やしてほし
い。駅前も活性化されましたが、郊外ももっとモールやお店、モーニング商店街など、
インスタ映えするshopが増えてほしい

既存施設のアピール・稼働率増など（元気村のミタラッセ等）。稲武の樹氷などのライ
ブビューとか行ってみないとわからない状況より、コンディション情報発信し、来訪誘
発のしかけ

山間部に観光客を増やすには。中馬のお雛様、四季桜のイベント、ダムの見学は新聞折
り込みチラシで目にしたことがあります。イベントを知ることで、行ってみようかな。
という気持ちにもなるので(実際、中馬とダムは行きました)、広報とよたに掲載するだ
けではなく、折り込みチラシをもっと活用してはどうでしょうか。回覧板も月２回程回
りますが、新聞を取っていない方への広報の仕方としては、回覧板に入れるのも1つの手
かと思います。山間部のイベントと言ったら、上記の３点しか、ぱっと思いつきません
でしたが、きっともっと沢山開催してる事と思います。回りから、私は豊田市の事を
色々知ってるよね。と言われますが、その私が知らない事が沢山あるので、広報不足を
感じますが。

豊田市の魅力としては、自然豊かさがあります。体験ができる観光等が良いと思いま
す。市内在住者でも、宿泊してみたいと思う施設があると良いと思います。豊田市に
は、宿泊できる施設紹介などしてみては、どうでしょうか。

観光のターゲットを考えることも大切だが、まず市民が訪れたくなる場所（施設）に、
複数回行きたくなる魅力を発信して欲しい。近年の傾向でウオーキングが盛んだが、市
民向けイベントでウオーキング大会を開催し、各地域の自然に親しむと共に、その中で
施設に足を運ぶこともできる。市内には「東海自然歩道」があり、「猿投山」は市外の
方からも人気コースである。他のコース上もトイレを整備して多くのハイカーに訪れて
欲しい。

内容が総花的で、結果として何を優先して重点的に行うのか不明。これらを実行する結
果、市民にとっては何が歓迎評価され、失うものは何かが示されていない。好さそうな
ことを羅列して、総花的に意見を求めるのは、行政の怠慢、担当者の投げやりな資料作
りの為の見掛け倒しの計画に見える。

豊田市駅前に観光案内所があれば良いと思う。



魅力的なフードをたくさん創出すると行ってみようという気が起こると思う

観光の政策は良いと思う。混雑緩和の対策もしてほしい。

ラグビーの時豊田市全体がとても盛り上がったので、スポーツに力を入れて行くことは
いいことだと思います。県外の人のイメージは愛知県＝名古屋になってしまいなかなか
豊田市まで足を運んで下さる方はすくないと感じます。色々な世代の方に豊田市を知っ
てもらうためにも今は難しいと思いますが、コンサートを多く開催しまずは豊田市に来
てもらい知ってもらう事が大切だと思います。

個人的には猿投山の魅力をアピールしてほしいと思います。 東京都の高尾山の様なイ
メージで、もう少し交通の便を良くして、愛環沿線の駅からのハイキングコースで認知
度を上げ、気軽な山登りの体験ができるイベントを企画してほしいです。 それから豊
田スタジアムの有効活用 サッカー以外での稼働率アップを考えて頂きたい。

観光で人がかがやき、観光がまちを一つにする～。一体、どこの国の話だろうか？一年
余に亘って、新型コロナが蔓延し、GO-TOキャンペーンが感染拡大の主因になったと
し、同キャンペ-ンは一時停止、11都府県に緊急事態宣言が発令され、その延長も示唆
されるどころか、夏の東京オリンピックの再延期、中止の可能性も出てきている今の状
況を考えると、今、なぜ、このような状況認識を欠いた計画を立案し、実行しようとす
るのか、違和感どころか反感さえ覚える。第8期総合計画の一環だから、前期計画の延長
線上だからと、云われるかも知れないが、それは前例主義、既得権益をにらんでの役人
の発想である。平時ならともかく、今は非常事態である。立ち止まって考えてみてはど
うか。コロナ禍は年内は収束しないだろうし、景気回復まで見れば来年後半まで平時は
戻らないだろう。今回の計画でも多少、コロナ対応の案も触れられてるが、もっとコロ
ナ対応を踏まえた2年間限定の短期計画にすべきと思う。具体的には今年は地域特産物の
開発と豊田マルシェとでもいうべきネット販売、観光施設の整備、不振飲食、観光業の
救済に特化すべきと思う。

県外の友人を招いても、豊田市内にはあまり案内できる所が思い浮かびません。実践計
画案に昭和の森、緑化センターが入っていたので、好きな場所ですので嬉しかったです
が、観光するにも体験するにも、現状ではそんなに魅力的ではない気がします。自然が
とても美しい場所ですので、魅力的なレストランを作るとか、公共交通機関を使えるよ
うにするとか、高齢者が一人でも気軽に訪れることができるような場所になればいいな
と思います。

観光も大事ですが、今のコロナ禍において観光に金を使っている状況ではないと思いま
すが。豊田市民の命を守る為にそちらの経費をつぎ込む事ではないでしょうか？



なかなか魅力の少ない豊田市をアピールするのは難しいと思いますがアフターコロナの
中で外国の人が豊田市のもの作りに触れれる要な観光振興期待してます

観光で誘致を目指すならインフラ整備は必須です。　近隣他市などに比べ、幹線道路の
 みならず建造物なども魅力的なものが少ない。観光客もいいけど、まず市民が楽しめる

場所を提供して欲しい。

小原の四季桜等、豊田には魅力のある場所が沢山あるので、もっとアピールできると良
いと思う。せっかく車の街なので、ゴーカートに乗れたりトミカとコラボしたり、車の
テーマパークみたいなところがあったら嬉しいです。

第４章を読んで感じた些細な事・・・２０２３年大河ドラマ 松本潤さんの「どうする
家康」に決まったことで、松平氏発祥の地として、松平周辺の環境整備を行い、大勢の
人に松平の魅力をもっと知ってもらいたいと思います。１９８３年の大河ドラマで、滝
田栄さんの「徳川家康」が放送された際、まだ２～３歳の子供達を連れて家族で高月
院、松平東照宮に行って、お弁当を食べた事が思い出されます。

市内には見どころ一杯の観光地が多くありますが、それらを上手く活用されてないよう
に思います。特に市中心部を境にして北部は知名度の高い香嵐渓などがありますが南部

 は知名度のあるところがあまりありません。しかし水源町の桜、鴛鴨町の神明遺跡など
沢山あります。観光客を迎え入れる環境を整えたうえで呼び込めればいいと思います。

豊田市は自動車産業と豊かな自然が混在している街で、市中心街から数キロ離れるだけ
で手軽に自然体験が出来るのが魅力的です。しかしいろんな体験が出来る施設や温泉が
点々としていて、散漫な感じがします。豊田の情報誌で推奨ドライブコースなどの記事
を見たこともありますが魅力に欠けるように思います。一日中遊べると良いのですが。



コロナ禍で国内の観光業が正常に戻るには5～6年かかるでしょう。インバウンドは2～3
年で増加傾向に転じると思います。なぜなら、日本は（清潔）（安全）な国だからで

 す。
コロナ終息を見据えて新しい取り組みを考えるべきでしょう。それまで、国内の旅行者
や市周辺や県内から豊田市へ来てもらうのが一番ですが観光産業はそれぞれの地域差が
大きく、多様な業種が連携しないと成功しない。私は、１＝「物つくり体験」として稲
武・旭・小原・藤岡・下山・足助・松平を結んだ（物つくり街道）を提案したい。例え

 ば、各地域の特産を「タネ播き」から「収穫」までを宿泊を伴い1年を通して格安で提供
 する。宿泊は（空き家）を有効活用すれば良いでしょう。２＝ツールドフランスのよう

な自転車競技を稲武・旭・小原・藤岡・下山・足助・松平を結んで開けないか？自転車
競技は外国ではメジャー競技です、自転車道を整備しインバウンドを取り込む、航空券

 と（古民家の空き家）の宿泊が喜ばれるでしょう。豊田市も2025年には65才以上の高
齢化率は２５％を超えるようです。まだまだ働きたいシニア層に雇用創生になります。
観光産業は（受け身）ではなく（攻め）の積極性が一番大切です、やはり、競争意識を
業界に持たせる事が必要です。

・全般的には、地元にいてもPR不足を痛感する。余りにも情報の発信が少ない。
・TV等の媒体から入ってくる情報が多く、地元から発が見られない。イベントにいくと
作っていることがわかるが、津城のルートでは、手に入りにくい。
・一部全国的に有名な「香嵐渓」があるがその他は。まだまだ知名度が低いので、他の
プロモーターを使ってでも、金をかけるべきである。

ある時期特定の観光地に関する計画が多く、１年を通じて観光客を誘致できる計画を期
待する。

コロナ禍のためなかなか観光の需要は伸びないとおもうが、駅周辺にも割りと手頃な価
格の宿泊施設が増えるといいとおもう。

今は観光もいいけど（人を誘致する）コロナ封じ込めが優先ですのでよろしくお願いい
たします。

近隣の市区町村も参考として観光の振興をしてください。

豊田市観光地が少ないと思うので、もっとPRが必要だとおもう。名古屋に観光に来た方
にも豊田によって頂けるような策が必要。交通インフラも、特急や急行などもつくり、

 行きやすい豊田市が必要だと思う。



豊田市が無料Wi-Fiを引いたりトイレを設置して観光地を快適に過ごせるように色々と努
力している事を知りました。観光協会と行政、一社が連携して観光を活性化させるべく
努力している事も知りました。豊田市は魅力的な観光資源を持っていると思いますが、
生かし切れていないような気がします。香嵐渓の紅葉はキレイですが渋滞と駐車場代の
高さから、また行くのをためらってしまいます。ラリーは楽しみにしてた人も多かった

 と思います。コロナがおさまるのを願います。

いい計画だと思います。県外から豊田に来たので、あまり豊田のことを知りません。市
内の人にも豊田観光の魅力が伝わる機会があればいいと思います。

観光施設1ヶ所1ヶ所が点々としているのでは無くて、周辺にも食べ物屋などお店等々が
有ると楽しいですね

山村地区の観光に力を入れる事は良いと思います。わかりやすい特産品が少ないので、
 手に取りやすいお土産品（日持ちのする食品など）の開発をしてほしいです。王滝渓谷

など市内の人も知らないところがあるので、周知してもらえる様に宣伝が必要だと思
う。アウトドアが注目されているのでキャンプやバーベキュー、いろんな世代が楽しめ
るサイクリングロードやアスレチックなどの施設があると魅力が増すと思います。

市民が豊田のことをもっと知るということは大切だと思いました。私はパートで名古屋
で勤務していて、年配の方とお話する機会が多かったのですが、豊田美術館に通ってい
るという方が多かったのにはびっくりしました。豊田市民の私は一度も行ったことがな

 かったのです。興味のない人には届かないかもしれませんが、市民は半額で観覧可能な
どの特典は無理でしょうか。

観光地に行ってがっかりすることは、
1．駐車可能な台数が少なくて駐車場の待ち時間が長い。その影響などで周辺道路が渋滞
している。（観光地へのアクセスが悪い）
2．トイレが汚い・臭いです。
豊田市の中で、一番全国的に有名な観光地の香嵐渓ですら上記のような状態です。観光
資源の開発など頑張ってほしいですが、気持ちよく観光できるように整備してほしいで
す。



オール豊田とあるが、観光事業者が一枚岩になっていないのではないか。この4年間で地
域観光協会含め、皆同じ方向を向いてオール豊田になることを願う。

他県から遊びにきた人を連れていく場所がなかなか思い付かない、体験型や朝イチなど
年中楽しめる場所があると良い。ふうちゃん焼き？がとても気になります！

各地区の観光事業をより良いものにするのはいいと思う。街全体として観光客をおもて
なしする街並みになっていないのではないか。道路は広いが、分離帯には雑草が生い茂
り、市街地にはごみもちらほら。例えば、福岡市の一人一花運動のように、どの地区の
人も参加できるようにしたほうがいい。海外では何気ない街並みが絵になる。一部の人
や一部の地区が盛り上がるのではなく、市民一人一人が観光大使になるような工夫が必
要だと思う。

スポーツやイベント等との関連づけ、滞在日数や時間を増やすための仕掛けを取り入れ
てほしい

豊田市の人が地方に赴くのは、県外への旅行とは感覚が違うので値段設定は低めの方が
消費につながると思います。観光とはいえ、市内なので財布の紐は硬いのではないで
しょうか。お得で安心して安全に買い物ができて、日常を忘れてのびのびと過ごせるの
が理想です。

これからの豊田市が楽しみでなりません。

案は良いと思いますが、四季桜祭りの時にもっとおいしそうなお弁当を売ったり、香嵐
渓への道が紅葉の時期はいつも渋滞するので、緩和する方法を取れば、さらに観光での
収益が出ると思います。

新たな観光地開発に力を入れるより、現状の観光地の維持、管理に力を注いだ方がいい
と思います。深く堀り下げれば新たな魅力を発掘できると思います。それだけ今の豊田
市の観光地には期待できる部分が多くあると思います。

一昨年のラグビーワールドカップの際は、個人的にはスポーツにさほど興味のない私
が、地元で開催という事で関心を持ち最終的には試合観戦までしたほど、市民一体で盛
り上がったイベントだったと思います。今後も市民を巻き込んで盛り上がるような観光
施策を期待します。
観光整備において、環境の保護を第一に考慮した上での計画であってほしいと望みま
す。

今の整備も必要ですが何かもっと集客力のある物が欲しいです。



車がないと観光できない所が多いように思います。交通機関の充実は大切なことと思い
ます。地域の資源を大切にして観光事業をすすめることは良いと思います。国際的な大
会や観戦型のイベントは大いに誘致するべきです。四季折々の自然を活かしたスタンプ
ラリー・ハイキング・サイクリングなど参加型のイベントも健康志向の方が多い昨今で
すので良いと思います。新しいこと・先回とは違うことを必ず１つは取り入れて、毎年
開催しつづけることが大事だと思います。

コロナの影響で観光業界は大変だと思います。集客のためには感染対策をとってイベン
トを行うなどが必要だと思います。紅葉の季節に小原や稲武に行きました。イベントは
特になくても知っている人はたくさん来ていました。困ったことは、トイレが少ないこ
とです。自然を守りながらも必要な施設がないとお客さんは長時間いてくれないと思い
ます。

豊田市の観光客が市内と県内がほとんどだというグラフを見て正直ほっとしました。あ
まり外国人観光客は増えてほしいと思いません。立ち寄るところが少ないので、道の駅
のような車で行けて名物や名産品が置いてあるところをアピールしたらしたらいいのに
と思います。自分たちも日常使いで野菜などを買いに行けたら嬉しいですし。豊田市は
とよたと言えば世界で通じる場所なので車関係のことで観光ツアーできて食事もできる
ようなところがあればいいのにと思いました。

全体的に抽象的で漠としている。第4章の具体的な取組に至っても現場感がなくあまり具
体性を感じない。また、目標値が低すぎる。2024年度の満足度目標値を30％とするな
ど根拠が不明確なものが目立つ。計画再構築の余地が大いにあると思う。

 改革することによって個人のお店が被害にあわないように してほしい。個人のお店はい
ろんな苦労を重ねて長年で立ち上げてきたものであるので観光都市にするんであればそ
の人達の技術 その二つのためのお店を必ず盛り込んであげて欲しい
税金を使ってやるので100年代の人が楽しめるようなお金を使わなくても楽しめるよう
な物を作ってほしいとともにその中にたくさんの雇用を作って失業率を下げてほしいま
た70を過ぎて働きたい人のために特に してほしい

王滝渓谷周辺が改善されるのは嬉しいです。コロナ等の昨今の環境の変化も踏まえられ
ているので良いと思います。



確かに今は、香嵐渓ぐらいしか観光地として有名なところはない気がするので、もっと
豊田の街のよさを知ってもらえるような場所を見つけてもらいたいです。

ターゲット層をフェーズ２では県外から、フェーズ３がインバウンドとなっているが、
多くの取組み事業がフェーズ１の近隣の人向けになっている。県外の人から豊田市観光
の魅力的な素材としては自動車産業に関するものと、全国の美術館のランキングで常に
上位に入る豊田市美術館であると思うが、残念ながらそのような県外から見ても特長の
ある観光の素材を生かす取り組みがない。

今はコロナを優先すべき

色んな事が書いてあって、どれもまともなことが書いてあるとは思いますが、ありきた
り。インパクトに欠ける。これでは何も変わらないと思います。ひとつでも良いので大
胆な改革が必要。

鞍ケ池のキャンプ場など、豊田市の魅力ある施設が増えることは楽しみでもあります
が、観光客が増えることで市民が施設を使い辛くなるのは残念に思います。市民が自由
に使える場所は確保しつつ、観光は別の場で、と住み分けが出来るといいと思います。
山間部の体験は豊田市民でも興味のある人は多いと思います。市民が優先的に活用出来
るようになるといいなと思います。

香嵐渓の道路渋滞の二の舞にならないよう、交通整備をよろしくお願いします。

最近旭地区のつくラッセルへ行く用事があり、廃校を利用して面白い取り組みをしてい
るなと思った。働く人がいたり、カフェに集う人がいたり、その日はあいにく雨で誰も
外にはいなかったが校庭での薪割りなどもとても楽しそうだと思った。これは田舎なら
ではの取り組みで、こういう場所を参考に地域ごとにやりたいことを見いだしていける
のが１番いいと思う。

SNSで流れるツーリズムトヨタの動画が美しく大好きです。香嵐渓は全国的にも有名に
なりましたが小原や大滝渓谷等他にもスバラシイ景色があるので是非見てもらいたいで
す。今はコロナで観光には行けないけど終息すれば爆発的に動き出すと思うので広報に
力を入れて魅力発信に努める時なのかなと思います。インバウンドもしばらくはダメで
しょうが周辺国からの利用もまだまだ少なく感じます。海外に向けても産業と合わせて
広報して足を延ばしてほしいです。

資料が多くて資料倒れにならないか？結局何がやりたいのかわかりませんでした。

ツーリズムとよたは良いと思います。しかし、もう少しポップだとなお良いのでは



まずは豊田市に住む小学生等に豊田市の良さをわかってもらう事も必要だと思う

方向性2-(２)安心・安全おもてなしのための環境づくりで猿投山に力を入れてもらいた
いです。登山ブームで賑わっているようなので観光施策も効果的だと思います。

豊田市には歴史的な建物も豊かな自然もありもっと多くの人に知ってもらいたいと思
う。市民でも知らない人が多いと思う。まず、アクセスが良くし車のない外国人や若い
人も来やすくする。巡回バスを目立つものにすると良い。あと、食べ物が美味しいと何
回も行きたくなるので名物グルメをアピールした方が良い。

マイクロツーリズムで近隣の観光客を取り入れていくのは時代に合っていて良いと思い
ました。

クルマの街として有名な豊田市ですが自然がたくさんあり農産物もおいしいと思いま
す。計画にあるように王滝渓谷などを生かした取り組みはいいと思います。キャンプや
車中泊ができるような場合や施設があるといいなと思います。

星野リゾートなど外部のスペシャリストに介入頂く案もあると良いと思いました。

豊田市に住んでいても他の地域からわざわざ豊田市に来る観光地があるのかと思う。計
画を読んでもいろいろ書いてあるがあまりピンとくるものがなくやってみれば良いかも
知れないという感じ。興味や関心が多様化しているのでいろいろな人向けの計画を立て
る必要があるとは思いますが一つひとつにより魅力を感じさせるものがないと人は来な
いのではないでしょうか。

豊田市の主な観光資源は豊かな自然と歴史ある名所だと思うが、観光客の利便性を考え
ると、ある程度の道路環境、駐車場、関連設備の整備が必要かと思う。大切な自然、建
物を保存しつつ、快適な空間を整備するための工夫も期待したい。

コロナの影響で旅行は行きづらい状況かと思います。豊田市にはたくさんの特産品もあ
るので、それをアピールできる動画(前のヒカキンさんの豊田の梨のように)で話題を取
れると、将来行ってみたいと思える市になれると感じました。

豊田市へ行きたいと思うPR



公共交通を充実させ、利便性を第一にお願いしたい。

小原・足助・藤岡・稲武等は本当によい環境スポットです。ただ、何もないといえば何
もないので、自然の良さの感じられる観光スポットがあれば、家族連れはじめ、沢山の
観光客が来てくれるのではないでしょうか？

自分たちが住んでいると当たりまえとおもっている事でも、例えば、海外の方には目新
しいと思える事があると思いますので、こんな事と思うことでも観光か出来ると思いま
すので、田舎を利用して出来る事も考えては、どうかなと思います。

温泉施設などをへいせつするとおとずれやすくなるのではないかとおもいます

現状を鑑みるとこれが精いっぱいかなとおもいます。この計画が必達できるか？市民が
どれだけ同調するか？が課題ですね。

右肩下がりの実績から、今回の目標を達成するには大きなエネルギーが必要ですね。ラ
グビーをワールドカップ等の単発でなく安定的な実績を上げるのは難しい？案の内容に
向かって進めることでしょう。

猿投神社など豊田市には歴史的にも意味のある施設が多いと思うので市民にもっと紹介
していってほしいと思います。

実施計画にもあるが、香嵐渓の整備は早急にすべき。道路は混みすぎるし、駐車場は少
ないし、誘導員も少ないから他の車に気を使う。香嵐渓は豊田市を代表する有名な観光
地であるので駐車場の収容台数を増やせばもっと観光客は来るし、リピーターも増える
と思う。

コロナの時代では，まず市内，県内の近隣の人たちに訪問してもらうことが重要でしょ
う。インターネットの発信，テレビ，映画等のロケの誘致なども影響が大きいでしょ
う。香嵐渓の紅葉や小原四季桜の時にいつも思うのは，渋滞解消できないかということ

 です。美術館も駅からの距離が少しあるので，愛環の駅を作ってくれたら と思ってし
まいます。観光地はやはり美味しい食べ物があると，さらに魅力がアップすることで

 しょう。



豊田市が世界のトヨタ自動車のお膝元と知っていてもどこにあるのか分からない人も多
い。トヨタ自動車だけじゃないことが、市外の人にも認知されて豊田市の魅力が広く伝
わると嬉しい。個人的には、過疎地域の自然や空き家などを活かした「田舎暮らしを楽
しむ宿泊型の体験イベント」に興味がある。不便が贅沢と感じられる仕掛けが出来たら
素敵だと思う。例えば、敢えて電気を通さずランプの灯りで過ごす。囲炉裏で料理した
り暖をとったりする。薪を割ってかまどでご飯を炊き五右衛門風呂に入る。近くを流れ
る川で水遊びや蛍狩…とか。実現するにはインストラクターが必要になるので、地域の
お年寄りが教えてくれたら良さそう。若い人に教えてもらうよりお年寄りに教えても
らった方がしっくりする。ただ、今のお年寄りはかまども囲炉裏も無縁の方ばかりだと
思うので人材の確保や育成は難しいと思うけど…

もっと豊田市の魅力をアピールしてほしいと思います。

自然を生かした観光地に、子供が遊べる施設を増やせば、より集客力が高まると考えま
す。香嵐渓などいいスポットはたくさんありますが、どうもシニア向けのスポットが多
いように感じます。

豊田市の観光地というと、小原の四季桜や香嵐渓の紅葉など、郊外の山間部ばかりが思
い浮かびます。豊田市市街地にある美術館やスタジアムなどは、何か催事がある時しか
話題に登らず、有効活用されていないように感じます。1日だけの観光だと、有名な郊外
の観光地を訪れて終わりというパターンになりがちなので、宿泊を伴い、郊外と市街地
両方を訪れて満足してもらえるパッケージ旅行をもっと発信していくことが重要だと思
います。また、観光客の満足度が30％以下という数字に驚きました。観光客にアンケー
トを取るなどして、もっと満足度を上げていかないとなかなか再来してもらえないと思
います。

観光客が訪れやすいよう、バスの本数を増やしたり、細かく走行するといいと思います

速やかに実行に移してもらい、市の活性化につなげて欲しい

様々な取り組みをしていることはわかるが正直魅力を感じない。今回に限らず言えるこ
 とであるが、車以外の移動手段が不便である。

資料を拝見し、改めて観光地としての豊田市が魅力的であることを知りました。コロナ
のこともあり、身近な場所にちょっとした魅力があれば、人は集まると思います。観光
地としての魅力を外に向けて発信していくことは大切だと思いました。わたしたち豊田
市民も、意外と知らない事が多いと思うので、広報だよりを通じてアピールすれば効果
はあると思います。（わたしは情報源にしているので）



・リピーター層の割合が減っているが「行ったことはないが行きたい人」（潜在需要）
が多い・・についてです。SNSで情報がすぐ伝わる時代、リピーター層が減る（＝再訪
問するまでの魅力はない）ことから、評価が下がり、潜在需要も減っていく可能性があ
ります。リピーターも増えるような施策も必要だと思います。
・国内、インバウンドどちらを重視していくかが計画ではよくわかりませんでした。
・KPIなども立てて進めていくのは良いと思いました。

観光できる魅力的な場所が増えたら良いと思う。市内に住んでいても行きたいと思える
ところがあるとありがたい。

観光の振興には大賛成です。豊田市民でもあまり豊田市の観光地がよくわかりません。
まして豊田市外、他県の人には車の街としか認知されておらないと思います。今回の計
画ではまず認知度の向上が必要です。新規のツーリズムとよた、稲武地区の観光、王滝
渓谷周遊は良いと思います。緑化センター、昭和の森の整備が非常に遅れてます。森林
浴もでき散策するには非常に良い所です。他にも由緒ある猿投山～猿投温泉も良いと思
います。

色々と検討されていると思います　豊田市の全地域を巻き込む特産物や自然を生かす
参加型も考える　以上を考慮して「豊田市・・・街道」とか　銘打って豊田のほぼ全域
を回るルートを作り、特産品や見どころを紹介した冊子を作ったらどうか？
また、とよたスタジアムには多くのよその人がやって来る　あの人達を手ぶらで帰すの
はもったいないと思うスタジアムに来たら、あのお土産を買わなかったら来た事になら
ない・・・と言われる様な名物を作る。それは、食べ物でも、その他何でもいいと思い
ます。

豊田市は、観光名所たくさんあるが浸透してないのが残念である。

小原の和紙　松平郷などのふるいけど、都会にはない魅力、また体験できるイベント、
 まちに人を集める取り組みをお願いします

コロナによって、観光業は苦境を強いられている。終息した時に観光業がまた活性化す
るように引き続き考えていただきたい。

鞍ケ池公園の整備により、出来上がるレジャー施設はすごく楽しみ。山間部・市街地に
も近いし、宿泊できるのが魅力。

松平郷、和紙のふるさとなど、魅力的な観光資源があるのでこれらを活用すべき。



以前に持ち上がっていた、名鉄三河線の猿投から西中金までの廃線をサイクリングロー
ド化する計画はどうなったのでしょうか。あと、せめて直リンクぐらい張って欲しい。
探すのが手間。

コロナ禍では以前のようにはいきませんが、ラグビーワールドカップの時には世界中か
ら人々が来訪され、豊田の街が活気に満ちていて、初めて豊田に住んでいることに誇り
に感じました。今は実現するのが難しいですが、またいつか、観光で人がかがやき、ま
ちが一つになる機会があったらいいです！
また、都市部だけでなく、車のまちならではのモータースポーツに力を入れて各地区の
活性につながっていってほしいです。自然あふれる土地でラリー！観てみたいです。

山村部の観光地間の距離があり、複数を回る気にはならない。市外からの観光客が多い
のは季節限定のイベント(香嵐渓の紅葉、元気村のそりなど)で、それを目的に来ている
印象。豊田市に観光に来ているわけでなく、その目的地に来ているので、他に立ち寄る
ことがないのではないか。名古屋市に居住していた時、豊田市は豊田スタジアムしか知
らなかった。各観光地ならではの魅力を磨くのはいいが、周辺も含めて魅力を高めなけ

 ればいけないと思う。また、香嵐渓は渋滞が酷く、その後に他へ立寄る気が起きない。
迂回ルートの整備やそれに合わせた観光案内など工夫すべきでは。

私は札幌出身です。残念ながら豊田市に観光としての魅力は感じません。でも、すこし
 車で走れば自然もたくさんあり、街は住みやすく好きです。計画案も一生懸命考えたの

だと思います。実現できるといいですね。ラグビー誘致の時の街のイベントとても楽し
かったです。

観光スポットでのイベントを増やすといい

１）観光の魅力の再創出にて、ラリーを中心とするモータースポーツイベントを活用し
た観光振興(稲武地区）を挙げられていますが、自動車の街らしいいい取り組み事業だと
思います。もっとクルマに関する観光スポットを作るべきだと思います。
２）民向けプロモーションの推進(ツーリズムとよた、商業観光課)  のホームページの中
に、対象者別の案内もあるといいと思います。現在の情報は小さな家族がいる家庭向け
やカップル向けはたくさんあるように見えますが、独身のおじさんが暇つぶしできるス
ポットの紹介もあると嬉しいです。暇なおじさんは地域が「稼ぐ」ことのできる観光ビ
ジネスの実践にも貢献できると思います。



今までの豊田市はイベントや季節性の観光資源ばかりで一時的な集客しか見込めていな
いイメージがあります。もっと通年楽しめるような観光資源が必要だと思います。

 またイベントなども遊び心が足りずいまいち魅力を感じないなぁと。勢いのある企業を
誘致やコラボするなどし流行を取り入れつつ豊田市の観光資源を活かせる企画を期待し
ます！

地域の経済が良くなれるから、とてもいいと思います。

良かったと思います。

案については概要･本編共に漠然とした印象しか受けなかったのでこれについて意見、と
言われても正直難しいと思う。進行形の施策についての意見や改善点ならば出しやすい
がその前段階となると･･。また、何より今は緊急事態宣言下であるわけで。国内外の生
活様式の変化や人の移動について今後予想も予測もしづらい状況で尚意見となるとこれ
また更に難易度があがると思われる。

都市部以外の場所での観光スポットを発掘し、種類ごとにまとめる。目的別にコースを
作る。例えば、城コース、滝・川コース、寺神社コースなど、アイデアを出し、行きた
くなるコースにすることが大切。コースを達成した場合、温泉や土産物に割引を設け、
満足してもらう。
いろいろなプランがあり面白いと思った。ダム巡り、御朱印など、コロナ禍で今は無理
だが、バスツアーを組んで、短時間で市民が楽しめるようなことがあれば参加してみた
い。

観光もいいが、今住んでいる市民にもっと住みやすい豊田市になってもらいたい。

このまま続けてほしいです。

市街から人を呼ぶのにラリーはいいと思います。グランパスの試合が今年多いようなの
で、駅前に豊田にしかないお店とか誘致できるといいと思います。アニメの街とかレー
スの街とかコンセプトを決めるのもいいと思います。駅前に泊まって楽しいと思っても
らえるには、飲食店の充実だと思うけど、コロナで難しいです。集客withコロナは困難
ですね。

観光地豊田を広めてほしい。



東京都の　はとバスように　地域を巡るマイクロバスを検討していただきたいと思いま
す。三河線の複線化を前倒しで実現すること。猿投山にスカイラインを計画する。

コロナ収束時、いかに集客できるかによる。スポーツ等を通して魅力的な人を招いた
 り、魅力的なフードを模索する。豊田に来てもらえる魅力があれば盛り上がるのではな

いか。

とてもしっかりされていると感じます。あとはやはり公共交通網の整備が進んでほし
い。

豊田市に住んで10年を超えました。足助の香嵐渓はあまりに有名で全国からのお客さん
を迎えているようですが、まだ紅葉の美しい様子を見ていません。初めて行ってみよう
と出かけたときに、大渋滞に巻き込まれて、前にも後ろにも行けず、ライトアップの時
間が終了してしまうという経験をしました。それ以来混んでる観光地などには興味がな
くなり、人にも勧める気になりません。静かにゆっくり堪能できる憩いの場というもの
がほしいです。観光客のための施設よりは地元民が利用しやすいエリアの整備を望みま
す。

自然が豊かで、散歩したり、子供を遊ばせたりするのに適した場所がたくさんあると思
う。実際行ってみるとあまり人がいなくて、のんびりするにはいいのだが、少し淋しい
というか長時間滞在しにくい感じの場所もある。トイレがきれいに管理されていること
と、手軽に飲食物を買える店があれば足を運びやすくなる。アピールのために年に1度く
らいイベント月間を設け、たくさんの人にその場所を知ってもらうようにすればリピー
ターも増えるのでは？(1日だけのイベントは混雑が予想され行く気がなくなるのである
程度長い期間、平日にもやっているイベントを望む)

トヨタにしかないものといえば、やはりトヨタ自動車だと思うので、車づくりを観光の
主目的とするようなプランの立案もあると良いです。

日本を代表する様な観光地にしてほしい。

豊田市美術館や鞍ケ池公園、香嵐渓など、市街からも来たいと思える場所があるのが魅
力なので、そういった場所をさらに増やしたい



鞍ヶ池も立派になりとてもよくなりますね。

豊田市が活性化するのはいいと思うがコロナ禍だから微妙です。

まだまだ豊田で遊ぶと言ってもどこ行くか悩むときがあるのでたくさん遊び場が増えた
ら嬉しい

コロナ禍での実践は、制限がありますが、規則を守りながら、少しでも計画案が実践さ
れると良いと思います。

(案)は特に問題点は気になりませんでした。コロナ禍が落ち着かない事には、どこまで
 実施できるのか、どんなイベントなら可能なのか等、判断が難しいですね。近年だと、

ラグビーW杯での集客や盛り上がりは大変素晴らしい観光だったと思います(観戦者・ボ
ランティア・イベント参加者として関わりました)ラグビーW杯と挙母祭りが同日になっ
た時は、挙母祭りも初見と思われる観客も多く興味深くみてもらい大変嬉しかったです
(挙母祭り関係者です)


