
豊能町総合まちづくり計画策定に向けた
住民ワークショップ実施概要

日 時 ：

場 所 ：

参 加 者 ：

内 容 ：

手 法 ：

７つのテーマ：

令和3（2021）年3月14日（日） 午後1時～4時30分

西公民館大会議室

48名 （トヨノノ応援会参加団体メンバー、トヨノノ応援団、行政職員）

住民が望む豊能町の姿や価値観、それに向けてのアクションを出し合い
「私たちが欲しい豊能町の未来像」について議論する

①７つのテーマに分かれてグループごとに意見を出し合う
②他のグループの意見を見て回り、最も共感できるものにシールを貼る
③グループごとに共感の高かった２つをピックアップし、さらに深掘りする
④その内容を全体に向けて発表し、全員で共有する

Ａ健康な暮らし、
Ｃ既存ストックの活用、
Ｅ町の魅力創造、
Ｇ人のいる風景、町の景色や歩く道

Ｂ住みたくなる子育て環境、
Ｄ新しい仕事や生き方の創出、
Ｆ魅力ある教育、

資料３



A 健康な暮らし

● 評価の高かったテーマ

歩くのが楽しくなるまち（７ポイント）

● その他のテーマ

【住民】 車に頼らない生活、
ガーデニングなど近所みんなで街並み整備

【企業】 モチベーションを上げるアプリの開発、
カフェなどの立ち寄りスペースで作る

【行政】 モチベーションアップの後押し、ウォーキングコー
スの設定、ポイントによる介護保険料の割引

近所づきあいで心を健康に（６ポイント）

【住民】 茶飲み友達をつくる

【企業】 カフェをつくる

【行政】 地域の情報提供

若い人が町を元気にする（５ポイント）

【住民】 自分事として考える

【企業】 仕事を作る

【行政】 こどもの交通費への対策

人の声があふれる公園（５ポイント）

【住民】 草抜きなどの公園管理、
誘い合って大きな公園へ遊びに行く

【企業】 イベント開催して、みんなが集まるような場づくり

【行政】 遊具の安全管理、駐車場のある大きな公園の整備

公園でトレーニング鳥の声・虫の声

よろず相談のできる居場所

日常生活に音楽のある町

笑い・癒し

行く場所・行ける場所

安全・安心

自分の居場所がある

自分の居場所がある

大人も子供も自分の得意を地域で発揮

笑顔で挨拶

（４ポイント）

（３ポイント）
（１ポイント）

（１ポイント）
（４ポイント）



B 住みたくなる子育て環境

● 評価の高かったテーマ

小学生のあそび・まなびの場がある町（７ポイント）

● その他のテーマ

【住民】 子どもをみる人として働く、資格のある人が協力する

【企業】 資金や場所の提供、見てくれる人材の確保

【行政】 場所の提供

親がリフレッシュできる場所

歩道が整備されている

こども服リユース

親が孤立しない

子どもも親も笑顔で過ごせるまち

どこに行っても子ども同士
が会える場所

安全な遊具のある公園
気軽に買い物ができるお店が
たくさんある

情報をタイムリーに手に入
れる事ができる

待機児童数が少ない町

充実した学校教育

学校・幼稚園・保育所
が歩いて１０分以内に
ある

（２ポイント）

（１ポイント）

（１ポイント）

（４ポイント）

【住民】 有償ボランティアの利用、
親同士が集まり見守りながら意見交換

【企業】 当日預かってくれる場所、老人施設とのコラボ

【行政】 情報提供、コーディネート

ママの働く場がたくさんあるまち

子供や親、先生、住民
の顔が見えるまち

悩みの共有や解決法のアイデアが入手できる場所

（２ポイント）

（３ポイント）

（1ポイント）

子育てに理解がある人が多い

ママの意見交換の場

（４ポイント）

中高生が楽しめるたまり場のある町

安全・安心

つながり・笑顔

いろんな世代が集まれる場所がある

地域の
つながり

放課後の受け皿

子どもがのびのびしている町

親の居場所
（２ポイント）

親がリフレッシュできる
（４ポイント）

一時保育がいつでも受けられる

相談できる場所



C 既存ストックの活用

● 評価の高かったテーマ

商いが身近にある町

● その他のテーマ

【住民】 身近に商いがあるという機運やまちづくりへの期待をもつ

【企業】 町内に参入してくる

【行政】 規制を緩和して企業の参入しやすい環境を作る

まちのHUBになるような多機能センター

細胞が生まれ変わる町

【住民】 空家の処分、売却、除却、公共施設の終わりを考える

【企業】 リノベーション

【行政】 統合・廃止・新設など都市計画を時代に合ったものにする

自然を楽しむ（観光）
文化が育つまち

公園の活用

サードプレイスがたくさんある町

人のストック（人材）が多様なまち

妙見口自転車駐車場の活用

多世代が共に学べる町

若い世代の家族が移住
できる魅力ある活用

気軽によれる場所が
たくさんある町

（３ポイント）

（３ポイント）

（７ポイント）

【住民】 実際に利用する住民が施設のあり方や利活用方法
の検討に参加する

【企業】 指定管理などにより住民の意思や意向を反映した
施設運営を行う

【行政】 廃校跡のような大きな施設を活用する

魅力ある学校の誘致

（９ポイント）

（４ポイント）

（１ポイント）

（１ポイント）

シェア文化がある町

（３ポイント）

（２ポイント）

多世代が学べる場へ

新しい取組みがたくさん生まれる町
古い資源が新しく有効活用されている町



D 新しい仕事や生き方の創出

● 評価の高かったテーマ

資金が循環する町

● その他のテーマ

【住民】 近所で買い物をする、町の店を知る

【企業】 企業の思いを住民に知ってもらう、
地域の人に関わって顔を覚えてもらう

【行政】 規制を緩和し都市計画を見直す

挑戦しやすい場がある町

豊能ブランド

【住民】 ここに住みたいと思う個性のある町にする

【企業】 住民主導の仕事創出

【行政】

新しい仕事や働き方の創出

挑戦を応援する町

自分が発見できる町

物々交換令和版ができる町

高齢者も若者も住みやすい
最先端な町

子連れで仕事。託児あり。なん
なら子どもも仕事

特技と喜びが循環する幸福度の高い町

小規模が集まり、統一的
に動ける町

（３ポイント）

（１ポイント）

（１１ポイント）

【住民】 自分が楽しいこと、好きなことをする、
挑戦している人たちを見える化し発信するすることで、挑戦
しようと思っている人を後押しする、
サポートするメンターの育成やコワーキングを行う、
商品だけでなくスキル等も交換し合う（新しい物々交換）

【企業】 スポンサーとして応援する

【行政】 いつでも挑戦したり情報交換をしたりするこができるコワー
キングスペースのような場所を作る、挑戦している人たちの
ＰＲ支援、規制緩和

他の町にない個性的な町

（１２ポイント）

（７ポイント）

（１ポイント）

リモート・業務委託推進の町

（１ポイント）

（１ポイント）

挑戦しやすい場がある町

都市近郊の自然豊かな環境を
活かした幸福度の高い豊かな
暮らし発信基地



E 町の魅力創造

● 評価の高かったテーマ

年齢問わず学びのある町

● その他のテーマ

【住民】 講師になれるようなスキルを持っている人たちを
登録するスペシャリストバンクを作る、
学びたい人が声をあげる

【企業】 協賛、人材派遣

【行政】 応援、実働部隊として参加

コワーキングができる町

個人が輝く町が支える町

自然と仕事が同時に行える町

生活共同体

世代・ジェンダー区別付けをしない町

ハードウォッチングを楽しむ町

町中Wifi町民無料
年収が２億超えたら無税

犯罪等ほとんどない安
心・安全に暮らせる町

全員農家
（３ポイント）

（１ポイント）

（５ポイント）
【住民】 やってみたいこと・やりたいこと・できることを実行する、

働くためのスキルを身につける

【企業】 空調・イス・テーブルの提供
スキルを買い取る

【行政】 コワーキングできる仕事を依頼する

金銭的にも精神的にも
ストレスのない町

（１１ポイント）

（１ポイント）

山の木を活かして仕事にする町

（２ポイント）

石の加工技術を活かしたストーンな町

（２ポイント）

里山資源を循環できるモデルシティ

（１ポイント）

クリエイティブがあふれる町

（１ポイント）

個人の幸せを見つけられる町

ほどよく田舎とまちが融合する町
町内全域ドローン飛行可

自然を守りぬき育てる町

やさしい気持ちに満ちた町 静かで豊かな自然も残る町
人と人とが支え合う心やさしい町

（４ポイント）

（２ポイント）



F 魅力ある教育

● 評価の高かったテーマ

小中学校から自分の好きな授業を選択する

固定したクラス、学年ではないフリークラス・
フリー学年

● その他のテーマ

教師の心のケア・親の心のケア

そういうことをしていくことで
子どもたちの教育にも広がっていく

【住民】 「あれしろ、これしろ」ではなく、子どもたちの「やりたい」と
いう自主性に任せて、それをしっかりと受け止める

【企業】 企業にできることを学校へ積極的に売り込む、
そういった学校的な教育機関を作り、子どもを受け入れる

【行政】 概念を見極めながら情報提供や支援を行う

地域で頑張っている人
が子供たちに教える取
り組み

大人の趣味の場

何歳からでも学べる
環境

自分らしさを大切に自己肯定感の
高い子どもを育てる

学んだことを多くの人に発表する
場を作る

パパママ教育時代から親育て

豊かな自然を活かした学び

子どもが自発的に取り組む

町内にいるなんでも一筋
さんから学ぶ

子どもに対して勉強以外で物づくり
など技術的なことを学べるように

個性を大切にできる学び

（２ポイント）

（２ポイント）

（５ポイント）

【住民】 昔のような世代間交流がなく、親も子も先生も
みんなしんどいので、みんながつながり、困った
ことを相談し合う、先生の困っていることを聞く、
先生を認める

【企業（学校）】 先生たちがやりやすい環境、いつでも
親の困りごとの相談に乗れる体制づくり

【行政】 潤滑にまわるような仕組みづくり

通常授業と無料で受け
れる＋α授業を

（６ポイント）

（２ポイント）

（２ポイント）

（２ポイント）

（２ポイント）

（１ポイント）
豊能町の自然を満喫してもらう

（１ポイント）
（１ポイント）

子ども一人ひとりが輝
く取り組み

地域を知る

そこからの発展を創造する力を養う

まちのいいところを
いっぱい知ってもら
う取り組み

（４ポイント）



G 人のいる風景・町の景色や歩く道

● 評価の高かったテーマ

町内の公園にオープンカフェ（１０ポイント）

● その他のテーマ

【住民】 チャレンジショップにしてお店を持っていない人も挑戦
する、みんなで宣伝する、頑張っている人を非難・批判
しない、場所を使うことに協力する

【企業】 ノウハウの提供、店舗や什器の提供、チラシ作成、
資金提供

【行政】 基準を決めて使用許可などの手続きを簡略化する、
登録制にして出店しやすい環境を作る、
ごみの処分、場所の整備

町なかをマーケット会場に

温泉のある町 （４ポイント）

【住民】 周辺の景観形成に協力する

【企業】 人とモノを出す、お土産物を作る

【行政】 町有地を活用、協力体制を構築する、
環境整備、許認可を緩くする

フォトスポット

合宿できる場所

目的のあるたまり場

登山客がフラッと立ち寄る場所つくり

景色づくりに参加する

四季と人とがつながる風景

文句の言われない公園 ・人が集まる

多くの人が集まれるフォトラリー

心がほっこりする素敵なながめ

いろんな人が笑顔で
挨拶を交わせるまち

（３ポイント）

（１ポイント）

（３ポイント）

「ウォーキングWEマーケット」
（５ポイント）

【住民】 地元の高齢者も子育て中ママも出店する

【企業】 場所の提供

【行政】 場所の提供

子ども・高齢者・外国人

ハイカー

（４ポイント）

Ｍｙひまわり○○○


