
当日のアイデア① 

黄色：みんなの理想の高浜市 

ピンク色：理想の高浜市に近づくために必要なこと 

 

【午前の部】 

◆Ａ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・高浜市の良いところを子育て情報サイトなどにどんどんＰＲする 

・公園周辺の見守りを強化する 

・ＩＴに強い人材や企業を高浜に増やす 

・ＳＮＳ等（公報）で、情報が即座に共有される仕組 

・新婚さん用の住居を手当てする 解消（・子育て世帯 ・親との同居 

・０才児の「ブックスタート」をはじめる 

・スマートフォンやパソコンの無料教室を行う 

・趣味に補助金を出す 

・教育サポートを充実させる 

・公共施設にリモートを〇〇（ハード、ソフト） 

《黄色》 

・新婚さんが住みたいと思う街 

・早期教育がまちぐるみで整備されている 

・子どもたちが元気に外で遊べる町 

・デジタル化が進んでいる 

・老人がデジタルを使いこなしている環境ができている 

・どんな趣味を持つ人も楽しめる仲間のいる町 

・子育てがしやすいまち 

・リモートで世界とつながるまち 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・たかはまのＰＲ（ＳＮＳ、紙、全国展開 

・（テーマ）遊びを募集する 

・伝統文化を探す ・担い手 ・発展 

・今ある技術を集める 何が誇れるか企業に発表させる 

・外国人のユーチューバーをつくり世界へ発信 

《黄色》 

・日本フィルを呼ぶまち 

・伝統文化を大切にするまち 



・社会基〇が発達し〇〇するまち 

・テーマパークがある 

・おまんとで世界を呼び込むまち 

・世界最先端の技術を育てるまち 

・高浜市の名が全国に広まっている 

・財政が健全→日本有数 

・伝統文化に全国から人が集まる町 

・有名人がどんどん出てくるまち 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・財政をもっと見える化する 

・計画的都市計画 ・財政 

・ポイ捨てを減らす 

・エコ教育の充実 

・ごみパトロール員を作り、配置する 

・自動運転のいきいき号 

・オンライン会議を増やす 

《黄色》 

・海がきれいなまち 

・電柱の地中化 

・ゴミ一つないキレイな町 

・まちがきれい 

・防災意識が広がっている 

・災害に強い 

・どこへでも１時間以内に行く交通網のあるまち 

・道が走りやすい 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・市庁に業務改革推進本部をつくる 

・目安箱を作る 

・グループを募る 

・市民全員が防犯意識を高くもつ 

・市長から方針として発信する 

・町内会活動のＤＶＤビデオを小中に配る 

・外国人コミュニティとつながる 

・外国人と一緒にするイベントを開く 

・支えあい 出会いの場をつくる 

《黄色》 



・誰もが“しあわせ”と感じられる町 

・担い手がすぐ決まるまち 

・行政との住民の関係が近いまち 

・あいさつで明るくなるまち 

・ダイバーシティ（多様性）が全国トップクラスに進んでいるまち 

・健康寿命が長いまち 

・おひとりさまでも「最期まで在宅」でいけるまち 

・犯罪のないまち 

・外国人が好んでやって来るまち 

・みんなちがってみんないい（個性尊重）まち 

 

◆Ｂ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・指導員のレベルｕｐ 

・指導者のレベルｕｐ 

・相手を思いやる心を全員に植え付ける 

《黄色》 

・教育先進市 

・東大・京大の合格率日本一 

・いじめがない！ 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・日本全国に知れ渡るイベント！！ 

・大規模イベントをする 

《黄色》 

・人形文化を守る 

・新幹線・リニア！ 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・大型のマンションを一杯！ 

・ゴミの無い海岸 

・公園を作る 

・道を広くする！ 

・用水路に遊歩道を作る 

《黄色》 

・現在の人口の２倍 

・きれいな海岸 



・花いっぱいの街 

・渋滞がない！ 

・自動運転出来る町 

・季節の花が咲く公園を作る 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・市内のあちこちに広場を作る 

・明るい町づくり 

・イベントへの参加率を上げる 

・防犯設備の充実！ 

・大きい病院を誘致！ 

・ゆりかごから墓場まで 

・自分の命は自分で守る行動 

《黄色》 

・市民が運動できる場所 

・一人にならない！ 

・世界一安全なまち 

・町内会加入率１００％ 

・犯罪のないまち 

・老人の〇かせるまち 

・福祉世界一 

・文化施設を造る 

・被災者ゼロ！ 

・日本で一番幸せな町 

 

◆Ｃ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・市のお金で行う 

・外国人用の学校を作る 

《黄色》 

・住みたい町Ｎｏ．１を目指して→子育てのしやすさなど 

・外国人の日本語教育 ・例 毎土曜日 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・刈谷、碧南と共同 

・高浜にボート専用の港 

・町内会を廃止しＩＴ化する 



《黄色》 

・コストコ導入 

・ディナークルーズ 

・５つ星レストランを作る 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・植樹などを行う（植林や人員の確保） 

・中電にやらせる お金は企業、国、市 

・緑化 市の予算で 

・名鉄と共同 お金 名鉄、刈谷、知立、高浜、碧南でわけあう 

・場所をあまり取らない方式をとる（売店みたいに） 

《黄色》 

・美しい街 ・電柱の地下化 ・あき地の緑化 ・住宅の色〇 

・安心して夜も歩ける道や町づくり 

・駅前をもっと栄えさせたい（せめてコンビニとか） 

・三河線の複線化 立体化 

・市内の公園の緑化 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・地域活動について知ってもらうため、広告などで呼びかけ 

・スポーツ教育をもっとする（種類などを知ってもらう） 

・参加したくなる（ここでしか味わえない楽しさ要素を増やす） 

・運動施設の充実！ 

・健康年齢を８０才まで延ばす 

《黄色》 

・地域行事への参加を増やす 

・今のような状態になってもできる市民の交流会をする（ラジオ体操など） 

・オリンピック日本代表を出す 

・グランドゴルフ 地域で２０位以内を！ 

・高浜市の特産品の発明 

・他の市と合併 

 

◆Ｄ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・子育て世代にお金がかからないシステムの構築 

・私立教育法人との協業業務委託 

・オンライン授業の導入 



・先生の紹介を高浜市全域に 

・高浜市の小中の先生の各学校へ行って教育する 

・統合型地域スポーツクラブの強化 

・よい教育者をむかえる 

《黄色》 

・中高一貫校 

・多文化共生のまち 

・小中学生のタブレットを多用化した教育を延ばす 

・学校の枠をとりはらう教育 授業を受けたい先生！！ 

・子どもの笑顔いっぱい 

・皆が笑顔 

・婚活システム構築 

・ひとりで公園で遊べる社会 

・だれとでも「あいさつ」ができる環境 

・スポーツに強い高浜 

・子どもを多く生み育てる環境 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・観光協会の強化 

・土地の誘致 

・自転車に乗る（親しむ）イベントを開催 ・どんな環境なら楽しめるかを考えるＷＳを開催 

・テレビ局等に高浜を使用するようにもっとアピールする 

・どんな風景が良いかを考える 高浜らしい風景って何？ 知ってほしい〇〇 

《黄色》 

・ポタリングが楽しめるまち 

・農業分野にて田んぼを利用して日本一のお米の開発 

・映画に親しめるまち 

・日本一起業し易い町 

・誰もが知ってる町 

・朝ドラの舞台 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

なし 

《黄色》 

・ゴミを減らす活動 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・町内会防災活動の拡充 



・避難訓練をたくさん実施する 

《黄色》 

・災害に強い町 

 

◆Ｅ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・外国人の人がどんなコトに興味を持っているか知る！ 

・継続的な活動 

・まず「高浜市の今」について知る！ 

・外国の人と話しができるように英語を勉強する！ 

・外国の人がどれくらい高浜に住んでいるか知る！ 

・若者が高浜を知る活動 広報 

《黄色》 

・映画（市民）が根づいている 

・若者が成長できるものがある 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・市民が全員参加できるイベントを作る 

・若い世代に高浜の良さを学んでもらう 

《黄色》 

・地域イベントを盛り上げる 

・自慢のできる 全国に 

・鬼みちまつりをもっと盛大に！ 

・だれでも知っている町 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

なし 

《黄色》 

・プチ遊園地ぐらいの公園が欲しい 

・あそべる公園 雨のときも 

・高取小、南中もキレイに 

・市立図書館をたくさんの人が集まりやすい集いの場所に 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・外国人が参加協力しやすい 

《黄色》 

・各町が協業している町 



・年齢・性別に関係なくよりそえる 

・落ちているゴミのないキレイな街と稗田川 

・ワールドワイド 

 

◆Ｆなし◆ 

 

◆Ｇ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・バイオエネルギーについて勉強する 

・プラゴミについて勉強する 

・防犯に力を入れる 

・夜おそくまで大人が見ていてくれる中高生の学童の居場所 

・語学教室＜教育＞ 

・図書館の充実 

・環境改善への教育 

・公園（自然いっぱいの）をつくる 

《黄色》 

・子どもたちが元気に外でいっぱい遊べる町 

・学校外のフリースペース開放 

・少人数でも学べる 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・企業誘致にのってくれそうな企業探す 

・企業誘致のため高浜の良いところを洗い出す 

・企業誘致に使える工地見つける 

・企業誘致 

・地産地消。地元のものをたくさん買って食べる プラゴミのでない商品？ 

《黄色》 

・環境改善になる企業の誘致 

・環境保護でお金もちな町 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・町の清掃をバイトの人にやってもらう 

・エコタンをひろめる。きぐるみ ゴミ０にむけて 

《黄色》 

・市役所 本庁・いきいき統合 

・環境保護に力をいれる町 



【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・外国人の考え方を学ぶ 

・語学を学べるカフェ 外国人と一緒にたのしく！ 

・コミュニティに外国人へ入ってもらう 

・日本人のための外国語教室 

・外国の人とレクリエーション 企画 ミニ運動会 サッカー大会 マラソン大会？ 

・高浜ならではのエコ・自然・歴史歩くツアーをする 

《黄色》 

・地域行事への外国人参加 

・外国の方が積極的にコミュニケーションとれる 

 

◆Ｈ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・公園を広くキレイに 

・広い土地を用意 

・公園の利用を自由に 

・楽しいイベント 

・学校をきれいに 

《黄色》 

・子供が楽しめる学校 

【観光・経済】 

《ピンク》 

なし 

《黄色》 

・たかはまものがたり４ができてほしい 

・大山公えんがもっとゆうぐがほしい。おべんとうゾーンがほしい 

・ゆうえんちがある 

・花火ができる（手もち） 

・遊べる場所がたくさんある！ 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・２メートルはちゃんとはなれよう 

・そうじをする。ひどいあつかいしない 

・ウイルスはきえてほしい 

・駅を増やす 

・バスを多く。いつでも利用 



・雨にぬれない歩道 

《黄色》 

・たかはまがキレイになってほしい 

・コロナなくなってほしい 

・じことかなくなってほしいし、けがの人がなくなってほしい 

・地下鉄が走っているまち 

・自分の車がなくても気軽に出かけられるようになる 

・ソーシャルディスタンス。あと人とあつまらない。2人までがちょうどいいかな 

・日本でいちばん住みやすいまち 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・心はキレイ 

・みんなが元気 

・まちじゅう元気 

・ラインで広報する 

・参加しやすいイベント 

・いのちをたいせつに 

・ちきゅうをたいせつに 

・人間をたいせつにだよー！ 

・町内会に加入 

・つながる機会をつくる 

《黄色》 

・地域の人達とのつながり 

・みんなでたすけあい 

・たのしい地域イベントの参加 

 

 

  



【午後の部】 

◆Ａ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・外国語の学習環境 英語・ベトナム語・ポルトガル語 

・元高浜市民病院を図書館・郷土資料館に 高台、学校に近い、駐車場が有る 

・デジタル型図書館を 

《黄色》 

・地域で子育て 

・高齢者が子どもの育成にかかわる新家族方式の生活へ向う 

・日本人・外国人が仲よく多文化共生を育てる 

・図書館は子供特化でなく大人も利用したい 

・様々な本が読める 

・子育てしやすい 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・ミニだるまがまをつくる 

・見栄えの良い公園 ランドマークとなる物をつくる 

・今後デジタル化された写真をどの様に管理見れるか？ 

・（例）四期咲きの菊花を創出・開発する 人形のロボット機能を〇入れ 雪の積もらない瓦 

などがあれば良いね！！ 

・高齢者と子どもが集まれる場所・機会 

《黄色》 

・生きて行く上でだいじな農業を守る 

・写真に撮りたい風景がある街！！ 

・今の風景が１０年後の宝物となる 

・高浜の鬼がわら日本一！ 

・働く場所がたくさん 

・新しい技術による地場産業の拡大 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・今、ステキだと思える風景を記録する 

・大きな図書館をつくる 

《黄色》 

・マナーを守れ 

・自然と共存 

・交通 どこでも気軽に行ける 

・田園風景が残っている 



・緑をふやしきれいな空気を作る 

・人口増 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・あいさつおじさんが現れる！ 

・あいさつマイレージポイント 

《黄色》 

・あいさつが飛び交う 

・離れた市区町村と連携 

・国際交流 姉妹都市 

・共助で防災防犯 

・健康寿命日本１ 

・子どもから大人まで様々な体験ができる 

 

◆Ｂ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・子どもたちのコミュニケーション能力の向上 

・子どもが集える場所 指導員が欲しい 

・地域づくり活動の後継者の育成 

・子ども向けイベント開催 

・新子供会の復活 

・学校と地域との懇談 

《黄色》 

・学校と地域との授業（教育）の連携 

・地域の伝統文化がほこれる教育 

・子どもたちがすこやかに育つまち 

・子供達がのびのび育つ環境 となり近所で助ける環境づくり 

・市民が企画の市民大学講座の開講 

・不登校児童生徒ゼロ 

・こどもはかせの生まれる町 興味を示し多くが参加 

・子育てしやすいまち 

【観光・経済】 

《ピンク》 

なし 

《黄色》 

・終着点となるような観光地 

【公共機関・環境】 



《ピンク》 

・小学校、公民館のより開放 スポーツグランドの整備 

・公園、公民館などの整備 

《黄色》 

・安全な遊び場のたくさん有る町 

・子供達が外で元気に遊べる環境づくり 

・子供達の活動の発表のできる場の整備 ホール、体育館 他 

・通学路せまい キケン 

・外国人とコミュニティー出来る機会 

・外国籍の方との共生 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・町内会祭り開催 

・高齢者のふれあえる交流できる場所 

・高齢者の働く場所 

・学校区対抗イベント 

《黄色》 

・自らで守る防災 

・全員参加の地域活動 

・外国人との交流の場 

・明るい声と笑顔の広がる町 

・高齢者豊かで暮らせる町 市民安全安心で楽しく暮らせる 〇〇〇〇に助け合える 

・デジタル化アナログの融合 

 

◆Ｃ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・各町内会にサークルを作る 

・スマホを使える教室 

《黄色》 

・働く人が子育てしやすい環境（夜遅くまでやっている保育園をつくる等） 

・英語話せる日本一をめざす！ 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・名古屋鉄道とＰＲ活動 

《黄色》 

・１ヶ所で何でもやれる集中化 

・交通の発達により他市から人が集まる市をめざす 



・高浜の高齢化に対策 

・三河高浜駅の特急（むかしはあった） 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・瓦組合の育成 ＰＲ活動 

・パチンコ以外の商業施設をつくる 

・味じまん高浜 めざせ！新グルメ 

《黄色》 

・瓦業界 育成 

・西三河・半田地区の中心を生かす 

・他の市民（近隣の市民）に自慢できる市をめざす 

・新しい産業を作り出す 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・市役所と協〇 ＰＲ活動 

・屋根瓦、鬼瓦以外の使い方を考える（道路設備に使う等） 

・小学校と高齢者施設等との交流 イベント開催 

・バリアフリー化（道路の段差をなくす等） 

《黄色》 

・町内会活動の育成（資金増加） 

・高浜の伝統文化を進化 

・高齢者にやさしい町づくり 

・若本高齢者がたくさん関わる市へ 

 

◆Ｄ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・日本人といろいろながいこく人 

・しやくしょのちかくで日本人とベトナム人を日本ごをおしえます 

・ベトナム人がおしえる 

・小学生に教える各学校、学年に回る 

・センタでベトナムごおしえる 

・ベトナム語あいさつ週間を作ります 

・６月～金と土 毎週 

・オンライングループ 

・まち協さんと協力して地域の人たちに啓発します 

《黄色》 

・ほいくえんがたくさんをひらく 



・ベトナム語であいさつできるまち日本一 

・子供と高齢者まで全世代で楽しく暮せる町 

【観光・経済】 

《ピンク》 

なし 

《黄色》 

・多くのどうぶつえんをひらきます 

・しごときかいがたくさんあります 

・お店がたくさん増える 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・外国人が行きやすい病院づくり 外国語表示 

・外国人のお医者さん 

・体の情報アプリ 

《黄色》 

・色々なところに行きやすい 交通の便が良い 

・多言語医療サービス 

・ベトナムけいさつがいます 

・きがたくさん 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・アピールできるものを作る 今ある資源を活かす 

《黄色》 

・困った人がいたら助け合える 

・国籍を超えたつながり 

・年齢に関係なく交流が増える 

・年齢を超えたつながり 

・みんな長生き ずっと健康でいられる 

・みんな笑顔で 

・行ってみたい住んでみたいと思える 

 

◆Ｅ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・子供の考える未来の社会絵を書いてもらう→新しい産業のヒントにする 

・タブレットの使い方（良い方法）共有する 

・若者が出会える機会の創出 

《黄色》 



・子どもがたくさんいる 

・学校のタブレット利用で日本一 

・おせっかいの街 

・こどもの意見で新しい産業 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・輸出に力をいれる（世界に認められることで誇りをもてる） 

《黄色》 

・働く場所が多い 

・知名度がたかい 

・瓦で地域活性化 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・かんとびんともえるごみとしげんごみ〇〇〇〇〇 

・１しゅうかんに〇〇ごみ〇あつまる 

・ゴミのルールを楽しく学べる機会をつくる 

・空き家の利用方法を考える 

・今ある緑を大切にする 

《黄色》 

・デジタル化がすすんでる 

・ごみをぶんべつする 

・空き家のない街 

・誰もが住みやすい街 

・交通事故少ない街 横断歩道必ず止まってくれる 

・自然豊かな場所がある 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・１しゅうかんに２かいほ〇〇〇〇 

・誰もが気軽に参加できるクラス（負担の少ない） 

・みんな顔みしり 

・外国の方が活躍できるイベントをする 

《黄色》 

・日本に来た外国の方々が住みたくなる街 

・犯罪が少ない街 

・外国とつながる街 

・長寿のまち 

・がいこくじんのためににほんごクラスがあります 

 



◆Ｆ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・あこがれの人から学ぶ 

・どうぶつの森みたいな高浜市バージョンを作る 

・討論する 学び アウトプット重視 

・人手 流通 

・敷地 

《黄色》 

・子どもたちが遊べる場所を増やしたい 

・子供たちに安心安全な給食を提供できるような環境つくりたい 

・みとめあう世界（批判が少ない） 

・デジタル推進（近隣市で一番） 

・世界にはばたくアスリートがいる 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・瓦使った新しい試み 

・移住支援みたいなの 

・コワーキングスペース 

・農福連携 

・畑（敷地） 人 技術（有機農業） 

・子ども達が農業体験→給食に 

・ビジネス初心者の支援 

・仕事→高浜 居住→県外 でもいいのではないか 

・空家活用 

《黄色》 

・第二次産業以外も発展 

・多様な産業が根付く市 

・高浜市で地産地消ができるくらいに農業を盛んにしたい（有機） 

・その野菜を学校給食や市内飲食店使ってもらう 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・自動運転車を導入 

・路線の増設（バス） 

・デマンド交通 

・コミュニティバス拡充 

《黄色》 

・交通弱者にやさしい 



・駅の拠点性の確保 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・交流センター イベント 

・コミュニティバス相互乗入 

・場所 人（保育士） 

《黄色》 

・自分の居場所を見つけ、自分の居場所がある所 

・年齢、性別、国籍のへだてない社会 

・差別なく弱者を受入れる所 

・広域連携の拡充 

・笑顔なまち 

・〇〇園の子たち、そのお〇さんたちが気軽に集まれる場所がほしい 

・多様な文化に触れられる市 

 

◆Ｇ◆ 

【子育て・教育】 

《ピンク》 

・２０～３０代世帯の住みやすい環境づくり（税の優遇とか） 

・世代間、国際間の交流 

・地域で子供を育て、育児のしやすい環境に 

《黄色》 

・心も育つ高浜 楽しい教育 

・出生率日本一 

【観光・経済】 

《ピンク》 

・外国人移住者をまじえた市民会議 

・瓦にちなんだ違うものを… 

《黄色》 

・脱瓦 

【公共機関・環境】 

《ピンク》 

・歩行者専用道路 

・自然が乏しい中でも自然観察会等が可能なのでそのように〇〇をまずやってみる 

・コミュニティに参加することで税金軽減！ 

・総合運動公園設立（多機能 ＢＢＱ可 自然とふれあえる 

《黄色》 

・生活道路が１日車のものでは狭すぎるので何とかならないか！ 



・緑被率が出来〇〇多く、生活環境の充実が感じられるように！ 

・この町では、自然環境とのふれあいが少ない 何かよい手立てはないか？ 

・安心安全な道 夜かなりくらい道がある 

・笑顔日本一 心から笑顔に すごしやすい 

【地域活動・コミュニティ】 

《ピンク》 

・小 6総合学習に向け小学校と連携して防災教育をすすめる 

町内会とまち協合同で〇〇を〇〇に〇〇〇〇〇〇〇〇行う 

・会員の役割を出来るだけ少なくし、万一のとき、みんなで〇〇出来る 〇〇を作る 

レクリエーションなど楽しイベントを新しく〇〇〇〇〇〇 

《黄色》 

・防災の意識をつねに高めるように町ぐるみで防災教育を進める 

・町内会会員の％が出来るだけ１００％に近づくように 

・グローバルシティー 外国人移住者受入 

・大家族高浜 

・小さい市だからこそ強い市民間のきずな 

・おまんとわっしょい 

 


