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豊田市山村地域の持続的発展及び都市と山村の共生に関する条例
パブリックコメントの実施結果について 

１ 実施結果の概要 
（１）実施期間 

令和３年９月１日（水曜日）～９月３０日（木曜日）
※Eモニターも併せて実施（令和３年９月８日（水曜日）～９月 15日（水曜日）） 

（２）寄せられた意見の内訳
提出数：210通（うち紙等での提出 23通、Eモニター187通） 
意見数：294件 ※感想等除く 

◎自由記述により寄せられた意見：107件 

  ◎選択形式による意見集約の結果（Eモニターのみ）：187件 

意見の種別 件数 

①主に条例制定の考え方全般に関すること
／条例全般・前文・第１条（目的）関連 19 件

②定義に関すること 
／第２条（定義）関連 6 件

③責務・役割に関すること 
／第４条～第７条（責務・役割）関連 31 件

④計画の策定及び施策の推進に関すること 
／第８条（計画の策定・施策の推進）、第９条（実施状況の
公表）関連 

44 件

⑤その他 7 件

アンケート内容 

Q1 この条例について、全体を通しての読みやすさについて
Q2 山村において価値があるもの、大事だと思うものについて（複数回答可）
Q3 市民や山村住民の役割の内容について
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２ 寄せられた意見等とそれに対する豊田市の考え方
いただいたご意見の内容は、主旨を損なわない範囲で集約及び要約しています。ま
た、感想など意見を求めるもの以外については、市の考え方は示していません。

（１）主に条例制定に関すること
分類 意見の概要 件数 豊田市の考え 

条例制定
の意義や
必要性に
ついて 

基本的な考え方は理解する
が、条例を制定するだけで
は効果や意義が見えづらい
ため、具体的な施策の立案
に期待する。 

１４件

本条例は、持続的な山村地域づくりを
実現するための理念や規定を示したも
のです。その実現のための具体的な施
策の推進については、豊田市山村地域
の振興及び都市との共生に関する基本
計画－「おいでん・さんそんプラン【令
和３～７年度】－（以下、「おいでん・
さんそんプラン」という。）（令和３年３
月策定）」を基本計画として位置付けて
います。山村地域では様々な課題が山
積していますが、「おいでん・さんそん
プラン」に沿って、山村地域の持続的発
展と都市と山村の共生に向けて、総合
的かつ計画的に推進していきます。 

条例名に
ついて 

人口減少・少子高齢社会が
進む中、「持続的発展」は少
し行き過ぎている印象を受
ける。「維持継承」の文言に
すると、多くの市民に伝わ
りやすいのではないか。 

 １件

条例名については、ＳＤＧｓ（持続可能
な開発目標）の「持続可能」という表現
を人口減少及び経済が低迷する山村地
域に置き換えた際、現状維持に留まる印
象を持つため、継続的に活力ある山村
地域づくりを市全体で実現していくた
め、「持続的発展」としました。 

前文につ
いて 

山村地域の具体的な課題や
現況を前文で表現してはど
うか。例えば、市の面積の 8
割を占める地域に 2 割の市
民が山村住民として住んで
いることなど。 

 １件

前文では、具体的な課題や現況よりも、
新しい価値観や生活様式の変化に伴う
山村の価値を生かした暮らしの例示を
多く示すことで、幅広い取組となるよ
うわかりやすく表現しています。 
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「矢作川流域でつながり」
といった、都市と山村の関
係を表現していることを踏
まえ、「森林や田畑を守る」
に、川を追加してはどうか。

 1 件

前文中の「森林や田畑を守る」には、
林業や農業を仕事にすることも含んで
おり、山村の価値を生かした暮らし方
の例示として表しています。山村地域
の「川」は、守るべき山村の価値の一
つとして第２条第１項第１号で規定し
ています。

第 1条（目
的）につい
て 

条文の「～市民等が実践し、
～」の後に、「次の世代へつ
なぎ、市民の健康と幸福を
創造することを目的としま
す。」に変更を希望する。

 1 件

「健康や幸福」は、山村とのつながり
の中で得られるものであり、守るべき
「山村の価値」の 1つとして捉えてい
ます。 

第３条（基
本方針）に
ついて 

基本方針に「自然災害を防
止する山村の森林保全を行
うこと」の追加を希望する。

 1 件

いただいた内容は、第８条第１項に規
定する計画である「おいでん・さんそ
んプラン」に基づき取組を推進してい
きます。

（２）定義（第2条）に関すること 
分類 意見の概要 件数 豊田市の考え 

第1項（１）
山村の価
値につい
て 

「伝統文化」と「地域文化」
は山村そして都市住民にと
っても欠かせない重要な価
値であり魅力であるため、山
村の価値に「伝統文化、地域
文化」の追加を希望する。ま
た、「継承されてきた営み」に
「知恵」の追加を希望する。

 ２件

地域文化や伝統文化に関する内容は、
ご意見を参考に条文前文中に反映し
ました。また、「知恵」については、「継
承されてきた営み」に包含して表現し
ています。 

都市と山村を並列し、対立的
にとらえるのではなく、日本
の山村文化が、日本的な都市
文化を生み出す基盤となっ
てきたという視点があって
もよいのではないか。 

 １件

都市と山村は、相互に支え合う関係と
して捉えています。第２条第１項イの
「継承されてきた営み」の中に、山村
の文化を包含して表現しています。 

第1項（２）
対象地域
について 

地形や人口減少の状況を踏
まえ、第 2 条の山村地域に
「松平地区」を入れてほし
い。 

 ３件

この条例では、旭、足助、稲武、小原、
下山地区を「山村地域」として定めて
いますが、市内には、第８条にあるよ
うに、山村地域に準じた環境下にある
地域があり、松平地区内にもこうした
地域があると考えています。
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（３）責務・役割に関すること 
分類 意見の概要 件数 豊田市の考え 

第４条市
の責務に
ついて 

「都市部と山村地域では課
題や状況が異なることを踏
まえ、一律ではなく山村地
域に配慮した施策を行う」
という表現があってもよい
のではないか。 

 1 件 

この条例は、「まちづくり基本条例」の
理念のもと、多様な主体による持続的
な山村地域づくりを実現するために
制定するものです。施策の推進にあた
っては、都市内分権や共働のまちづく
りを基本的な考え方として、おいで
ん・さんそんプランに基づき具体的な
施策を推進していきます。 

第４条第 3項について、「都
市と山村の交流とコーディ
ネートを促進するものとし
ます。」に変更を希望する。

 1 件 

ここでは、市の責務として都市と山村
の交流コーディネートを含め、様々な
交流を広く促進することを意図とし
ています。交流コーディネートなど具
体的な施策については、この条例に基
づく計画である「おいでん・さんそん
プラン」に位置付けて推進していきま
す。 

第４条第 4項について、「…
暮らしを維持するため、家
屋の確保など暮らしの基盤
づくりを…」に変更を希望
する。 

 1 件 

ここでは、医療や福祉、教育、交通、
防災防犯など、安心安全な暮らしに必
要な生活基盤を維持することを意図
としています。住居の確保など、具体
的な施策については、「おいでん・さん
そんプラン」に位置付けて推進してい
きます。 

市の責務の中に山村地域に
住居を確保することができ
るように、市営住宅の建設
を位置づけることはできな
いか。 

 １件

この条例は、持続的な山村地域づくり
の実現に向けた基本的な考え方を定
めているもので、具体的な施策は、「お
いでん・さんそんプラン」に位置付け
て推進することになります。山間地域
の市営住宅については、現在の状況を
総括したうえで、運営方法の見直しに
向けた検討を進めていきます。 
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第 5 条市
民の役割
について 

自然に触れる機会や暮らし
の体験など都市部と山村地
域との交流を深める機会が
もっと必要。 

１0件 

交流機会については、「おいでん・さん
そんプラン」に都市と山村の交流につ
いての取組を位置付けており、おいで
ん・さんそんセンターの交流コーディ
ネート事業や各支所等によるイベン
ト開催など、地域を訪れる機会の創出
に取り組んでいます。今後も、これら
の取組を継続し、関わるきっかけの創
出に取り組みます。また、第３条の基
本方針に「自然環境との調和を基本と
し」とあるように、周囲の環境に十分
留意して、交流を行っていきます。

都市と山村の交流を行うこ
とは大事であるが、環境破
壊を起こすことなく、実現
できるとよい。 

 1 件 

山村部の住人が都市部の住
人を「もてなす」ような雰囲
気が多分にする。このよう
な取り組みは長続きしない
ため熟慮が必要。一過性と
ならない・地元の負担にな
らないなど、交流の在り方
についての検討を十分考え
る必要がある。 

 1 件 

都市と山村の共生を推進するために
は、第 3条の基本方針のとおり互いが
持つ価値観や多様な関わり方を理解
し合い、尊重し合うことが重要です。
交流の受入先となる地域では、地元の
負担にならないよう配慮しつつ応援
する、寄り添う、気にする、見守るな
どして受け入れることが重要と考え
ます。 

第５条第２項「…山村の価
値を‥‥学ぶよう努めるも
のする」について、関係人口
を増やし移住・定住につな
げるため、口コミで広げて
いくという視点があっても
よいのではないか。 

 1 件 

例えば、テレビ、新聞、本、SNSなど
で「知る」、観光名所などに足を運ぶこ
とで「見る」、間伐や稲刈りなどを「体
験する」といったことが当てはまり、
口コミもこの中に含まれると考えて
います。 

第 6 条山
村住民の
役割につ
いて 

第６条第１項で、「山村住民
は、前条に定めるもののほ
か、」の後に「山村の価値を
再発見、再評価し」の追記を
希望する。 

 1 件 

第６条第１項の「地域に愛着と誇りを
持ち」には、ご意見のような山村の価
値の再発見や再評価の意味も込め表
現しています。 
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山村地域の豊かな自然環境
を未来に向けて守っていく
ことは、とても大切なこと
であり、市民、特に子どもた
ちにそのことを根付かせる
ことが必要。 

 5 件 

第 1 条の目的や第 3 条の基本方針で
は「次の世代につなぐこと」として明
記しているとおり、山村の魅力や価値
について子どもたちに理解を深めて
もらうことも重要な視点と考えてい
ます。施策の推進にあたっては、「おい
でん・さんそんプラン」の「自然環境
を生かした子育て・教育環境の推進」
という観点から取り組みを進めてい
きます。

第 6 条第 2 項について、山
林所有者は苦労もあると思
うが、防災の観点でも山村
地域は重要な役割を担って
いることから放置しないよ
うにするべき。 

 1 件 

防災という観点からも山村地域の果
たす役割は重要と認識しており、「お
いでん・さんそんプラン」に基づき取
り組みます。 

第６条第 2 項について、必
要な視点であるが広い自然
環境や空き家の維持管理は
大変であり、山村住民の負
担は大きいと感じる。例え
ば、都市の人に手を借りる
仕組みがあってもよいのは
ないか。 

 6 件 

放置された森林や農地、空き家は、地
域の景観を損ねるだけでなく、生活環
境の悪化も懸念されるため、放置しな
いよう努めることが必要です。既に山
村地域の各所では、森林や農地、空き
家を活用した都市と山村の交流活動
など、多様な主体が集まるフィールド
として活用している地域もあります。
今後も引き続き、都市と山村の交流を
通して相互に支え合うまちづくりを
進めていきます。 

第７条事
業者の役
割につい
て 

第７条「事業者等は、前２条
に定めるもののほか」の後
に、「新たな産業の創出や支
援、新しい働き方」の追記を
希望する。 

 1 件 

ここでは、事業者の役割についての考
え方を示しており、条文中の「地域経
済の活性化」には、産業の創出や新し
い働き方なども含み表現しています。
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（４）計画の策定及び施策の推進に関すること 
分類 意見の概要 件数 豊田市の考え 

計画の策
定につい
て 

施策において、総花的では
なく、取捨選択をしっかり
行い、より戦略的な計画に
落とし込んでほしい。

 1 件

施策の推進にあたっては、「おいで
ん・さんそんプラン」を基本に取組を
進め、計画期間中に重点的・優先的に
取り組む施策は、重点取組に位置付
けるなど戦略的・計画的に推進しま
す。 

今回の条例制定の過程で議
論された内容や議論を受け
た新たな施策を踏まえた見
直しが必要と考える。条例
制定を踏まえた計画の見直
しについて考えを確認した
い。 

 1 件

「おいでん・さんそんプラン」は、条
例に基づく計画として条例案の検討
作業と並行して令和３年３月に策定
しました。条例制定に伴う計画の見
直しについては、取組状況の効果・検
証や社会環境の変化などを踏まえ
て、必要に応じて、計画の見直しを行
います。 

具体的な
施策につ
いて 

移住促進及び転出抑制に向
けた環境づくり(住居、働く
場、教育)に取り組んでほし
い。 

１3件

移住・定住の促進を図るためには、住
まい、雇用、教育の総合的な充実を図
ることが必要であると考えていま
す。具体的な施策は、「おいでん・さ
んそんプラン」の重点取組に位置付
けており、総合的・計画的に取組を進
めていきます。 

「インターネット環境」は
ライフラインに準ずる基盤
であり、市場原理に委ねて
いては、一向に改善されな
い現状を強く認識し、条例
に基づく計画に位置付け、
早急に取り組んでほしい。 

 1 件

インターネット環境は、暮らしの充
実を図るインフラとして基本的な基
盤であると認識しています。昨今の
デジタル化の動向も踏まえて、民間
事業者の動向を注視していきます。 
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第２条で定義する「山村の
価値」を、まずは子どもたち
に感じてもらうことが必
要。山村地域の子どもだけ
ではなく、全市の小中学校
の授業に取り入れてほし
い。また、山村地域では、一
律ではない特色を生かした
魅力ある教育を進めてほし
い。 

 5 件

「山村の価値」を次の世代につないで
いくためには、子どもたちと山村の魅
力や価値を共有する機会が必要であ
ると考えています。条例制定を契機に
小中学校と連携し、子ども向けの周
知・啓発を行います。また、山村地域
の学校では、地域の自然や歴史・文化
を生かした教育が進められており、引
き続き、地域への愛着や誇りが持てる
教育を推進します。 

有機農業の推進など新規就
農者を増やす新たな制度が
あるとよい。耕作放棄地が
増えており、再生により雇
用の創出が可能。 

 4 件

新規就農者については、国の制度と
連携しつつ、各種支援を行っていま
す。引き続き、農ライフ創生センター
において担い手育成を進め、遊休農
地の活用を図ります。 

第 6 条第 3 項での多様な価
値観という文面から、障が
いのある方や高齢者が有機
農業を手伝う農福連携の促
進を希望。

 １件

福祉と農業を組み合わせた「農福連
携」の取組は、市内でも進んでいま
す。今後も関係者と連携し、進めてい
きたいと考えています。 

小中高生の登校、高齢者の
通院や買い物、都市住民の
交流など山村地域における
移動手段の確保は大きな問
題。利用しやすい料金設定、
本数の増加など交通機関の
充実を図ってほしい。 

 ８件

移動手段の確保は、山村地域の暮ら
しを支える重要な取り組みであると
認識しています。地域特性等を考慮
しながら、バスやタクシー、地域住
民による共助的移動サービスなど、
様々な移動手段を組み合わせて持
続可能な移動手段の確保に取り組ん
でいきます。

子育ての合間に働くことが
できる場があるとよい。住
まいの近隣だとなおよい。

 2 件

時間や場所を選ばないテレワークな
どが広がりつつあります。新しい働
き方も踏まえ、働き方の選択肢拡大
や雇用の確保に向け、積極的に取り
組む事業者等への支援を進めていき
ます。 

「支障木の安全伐採事業」
について、今以上に、補助対
象を拡大希望する。 

 1 件

支障木の安全伐採については、地域
特有の課題であると認識していま
す。引き続き、地域の実情を踏まえ、
地域と連携して進めていきます。
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移動販売は、食品の販売・購
入だけでは無く、高齢者が
顔を合わせる場でもあり、
継続できるよう対策を希望
する。 

 1 件

移動販売などの買い物支援について
は、暮らしを支える必要なサービス
であると認識しています。今後も引
き続き民間事業者の事業を支援して
いきます。 

獣害被害をもたらす野生動
物の対策を見直し、自然と
の共生を図ってほしい。 

 3 件
鳥獣害被害については、効果的な被
害防止策に努めつつ、獣害やジビエ
に対する理解促進を図ります。

実施状況
の公表に
ついて 

行政の担当者が人事異動等
で交替しても意識が継続す
るように、「計画策定をする
際には市民意見を反映して
検討を行うこと」について
条文にて示してもよいので
はないか。 

 １件

「おいでん・さんそんプラン」の策定
及び推進にあたっては、条例の理念
である共働を基本に進めていきま
す。また、策定の際は、市民の皆さま
の意見聴取やパブリックコメント等
を実施していきます。 

実施状況の公表について、
毎年公表すること。  ２件

施策の推進にあたっては、各年度の
取組状況の効果・検証を行うととも
にその結果を、毎年度、市ホームペー
ジ等で公表します。 

（５）その他 
分類 意見の概要 件数 豊田市の考え 

その他 その他条例に直接関係しない意見 7 ― 
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３ 選択形式による意見集約の結果（Eモニターのみ 回答：１８７名） 

（１）この条例について、全体を通しての読みやすさはいかがですか？
読みやすい 22 件

どちらかといえば読みやすい 95 件

どちらともいえない 48 件

どちらかといえば読みにくい 15 件

読みにくい 7 件

（２）山村において価値があるもの、大事だと思うものを選択してくだ
さい。（複数回答可） 
田畑、川、水などの自然環境 169件
米や野菜などの豊かな農産物 112件
地域資源を生かして創出される生業や継承さ
れる生業

86件

森林の水源かん養機能（洪水緩和、水質浄化
の機能）を守ること

73件

自然の中で子育てができること 72件
伝統的な祭りや文化 68件
都市とは異なる新しいライフスタイルの実現 60件
人と人との深いつながり 45件
人の手により管理された自然の景観 44件
その他 6件

（３）第 5条（市民の役割）、6条（山村住民の役割）の内容はわかり
やすいですか？
わかりやすい 32件
どちらかといえばわかりやすい 91件
どちらともいえない 51件
どちらかといえばわかりにくい 9件
わかりにくい 4件


