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第第第第２２２２回回回回    湖西市湖西市湖西市湖西市行財政改革審議会行財政改革審議会行財政改革審議会行財政改革審議会    会議録会議録会議録会議録（（（（要旨要旨要旨要旨）））） 

開 催 日 時 平成 29 年 10 月 26 日（木）午前 10：00～午前 11：40 

開 催 場 所 湖西市役所２階 市長公室 

委 員 
（出席者） ８人  (事務局) ５人  

（公共施設マネジメント推進室） ３人 

内内内内        容容容容    

1 開会 

事務局 企画政策課長 

2 議事 

西堀会長：これまでも、公共施設の将来計画について議論してきておりまして、今日はよ

り具体的な個別計画に入っていきます。 

     公共施設につきましては、人口が減っていくなかで、高度成長期に作った施設

を適正に維持管理しながら、どのように再配置していくかということになります。 

     この再配置によって湖西市の市民生活、まちづくり、将来性をどう確保してい

くかが大事になってきます。 

     また、再配置については、施設の効率性と同時に、効果をどう上げていくかの

視点も重要になります。この審議会の答申でも、合理性とともに市民の合意とい

うことも大事であると指摘しております。しかし、それを具体的な施設で実現し

ていくのは難しいのかもしれませんが、皆さんから忌憚のない意見をお願いして、

よりよい方向性が導ければと思います。 

      

     それでは、議事に入っていきたいと思います。 

     昨年度策定した再配置基本計画から、本年度は個別計画の策定を市で進めてお

ります。その資料に基づいて審議をしていきたいと思います。 

  

     審議の進め方ですが、４つのパートに分けて、事務局からの説明を受け、審議

していきます。 

     資料１の１頁の「１．計画期間」「２．短期実施事業（第１期）」を１パート、

資料１の２～11 頁の「３．短期検討事業（第２期）」を２パート、資料１の 12

～23 頁の「４．長期検討事業（第３期、第４期）」を３パート、資料２・３を４

パートとして区切ります。 

 

     それでは１つ目のパートについて、説明をお願いします。 
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公共施設マネジメント推進室（以下「推進室」という。）：資料説明（計画期間・短期実

施事業） 

      

西堀会長：ここまでの説明について意見のある方がおりましたらお願いします。 

 

近藤委員：短期実施事業の中で各施設について、「廃止」「解体」「譲渡」とありますが、

「廃止」については、施設を使わなくなるけど、解体せずにそのまま残るように

なるのでしょうか？ 

推進室 ：「廃止」については、現状使用している施設を指しています。短期実施事業期

間の中で、解体できる施設もありますが、次の短期検討事業期間に解体する施設

もあります。 

 

篠原委員：笠子廃棄物処分場の長寿命化とありますが、これは焼却場のことですか？ 

推進室 ：焼却場でなく埋立処分場になります。 

 

白井委員：言葉の定義になりますが、計画期間において第１期が「短期実施」、第２期が

「短期検討」、第３・４期が「長期検討」とありますが、「検討」で留めると「実

施」への意欲が弱く感じられます。 

推進室 ：第２期以降は具体的な内容が明確に決まっていないため、このような表現にな

っております。当然、実施に向けて動いていくことになります。 

白井委員：例えば「検討実施事業」のように、第２期以降も「実施」という言葉を入れな

いと検討だけで終わると誤解されやすいと思います。 

 

西堀会長：市営住宅の戸数はどのように減るのですか？ 

推進室 ：短期実施事業の中では、笠子住宅は平成 32 年度の廃止に向け、現在、入居者の

移転を進めているところであります。住吉西北住宅については、入居者の移転は

完了しておりますので、解体ということになります。これにより、約５０戸減少

することになります。 

 

西堀会長：短期実施事業については、現在すでに動いているものがほとんどのようですの

で、このまま進めていただければと思います。それでは、次の短期検討事業のパ

ートに移ります。説明をお願いします。 

 

推進室 ：資料説明（短期検討事業） 
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西堀会長：ここからはケースごとに意見をお願いしたいと思います。 

 

ケース１「集会施設と保健施設の複合化」 

（対象施設：北部地区多目的研修集会施設、湖西市はつらつセンター） 

篠原委員：現在、北部多目的センターの利用状況は高いと思いますが、はつらつセンター

に複合されると、距離的な問題で、これまでより利用状況が低くなると考えられ

ます。現状利用している人が、複合化後もそのまま利用するとは考えにくいから

です。 

     複合化したときに利用率が下がる、低くなるとなるとこれも問題となります。 

     その辺りは、どのように検討しているのか？ 

     また、そうした時に地域のコミュニケーションの機会が少なくなるなど悪循環

が心配されます。 

推進室 ：北部地域については、学校施設も含めた公共施設全体での再配置の検討が大切

であると考えます。施設単体で考えると不便になる印象だけになりますので、地

域全体として捉えていきたいと思います。 

 

朝倉委員：ソフト面・ハード面という言葉がこのケースに限らず出てきますが、ハード面

は建物・施設を示しているとわかるのですが、ソフト面は何を指していますか？ 

推進室 ：公共施設再配置基本計画の中で、各施設の評価を行っております。ハード面は

「老朽化状況」「耐震性状況」を、ソフト面は「利用状況」「コスト状況」「市民ニ

ーズ状況」に分類して評価しております。 

篠原委員：「市民ニーズ状況」もソフト面の評価となる？ 

推進室 ：義務的な特定の施設などはソフト面の評価の対象となっていませんが、市民に

幅広く利用される施設はソフト面の市民ニーズ評価の対象としております。 

 

ケース２「中部教育拠点施設整備」 

（対象施設：鷲津幼稚園、鷲津保育園、鷲津小学校、鷲津中学校） 

藤田委員：この統合については、施設を新設する想定ですか？ 

推進室 ：全ての施設を建て替えることは現実的に難しいので、使用できる施設は使用し

ながら整備することになります。例えば、鷲津中学校の体育館はまだ新しく、こ

れを解体することは合理的でないため、残せる施設は使っていくよう計画します。 

 

ケース３「保育園、幼稚園の統合、こども園化」 

（対象施設：内山保育園、新居保育園、新居幼稚園） 

朝倉委員：幼保一体化、こども園化については、文科省と厚労省との制度の違いから、手

続が煩雑で、補助金等の申請も時間がかかるという話を聞いたことがあります。
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これを踏まえ関係機関との打合せを密にして、着実に進められるよう計画をして

いただきたいと思います。 

松竹委員：こども園化に当たり、資料には他市の意向調査の結果がありましたが、湖西市

でも意向調査を実施しているのでしょうか？ 

推進室 ：前回の説明会で初めて提示されましたので、今後しっかりと説明しながら意向

を確認していくようになります。 

 

松竹委員：この統合は、浜松市の中部学園のようなイメージになりますか？ 

推進室 ：中部学園は小・中一貫になります。他のケースでは、このような形になること

も考えられます。 

     新居幼稚園は、大きな幼稚園で施設的にも余裕がありますので、改修してこど

も園化をしていくようになります。 

西堀会長：施設に余裕があり、改修して利用していくが、幼稚園と保育園ではシステム的

に難しいので、こども園化として、ソフト面としても一本化していくということ

です。 

松竹委員：保育園は廃止となりますか？ 

推進室 ：新居保育園については、津波の浸水想定区域ということもあり将来的に廃止を

検討しています。新居幼稚園は浸水想定区域ではないため、津波に対しては安全

になります。 

 

藤田委員：新居保育園と内山保育園の園児を全て新居幼稚園に収まるようになりますか？ 

推進室 ：現状では全ての園児は収まりませんが、段階的に統合していく計画となります。 

藤田委員：段階的に統合していくとなると、想定事業費の内訳はどのようになりますか？ 

推進室 ：現在の事業費は新居幼稚園の改修費となっております。こども園化するために

は、０～２歳児に対応できる設備を整える必要がありますので、園舎内を改修す

るようになります。 

藤田委員：わかりました。また、車での送迎が多くなると思いますので、駐車場の確保を

しっかりとしてほしいです。また、廃止する保育園の跡地利用をしっかりと検討

していただきたいと思います。 

推進室 ：保育園の廃止は決定ではなく、１園または２園が残る可能性もあります。駐車

場については、地域センターの駐車場等を利用しておりますので、こども園化後

も同様に利用できます。また、跡地利用については、有効利用できるよう検討し

ていきます。 
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ケース４「消防施設の統合」 

（対象施設：消防本部・消防署本署、消防署南分署） 

篠原委員：津波によって消防署が機能しない事態にならないように、統合を進めてほしい

と思います。また、消防署南分署だけでなく、周辺施設の老人福祉センターも利

用率が高く防災面からも移転・統合を進めてほしいと思います。 

西堀会長：防災面での考慮も十分必要な内容となります。また、個別施設で個々を見てい

くと全体が見えなくなることもあります。この施設がなくなり、またこの施設が

新しく移転してくるとその地域がどうなっていくのか、地域のコミュニティのイ

メージを考えていく必要があります。今回の個別計画とは別に、総合計画や防災

計画もありますので、施設を超える問題については連携して考える必要がありま

す。施設の統廃合については、地域のイメージを持って検討していくことが重要

になります。 

篠原委員：湖西市全体でのまちの姿があって、それに沿って施設の個別計画を進める必要

がありますので、そういった説明ができると、住民もわかりやすいと思います。 

 

ケース５「倉庫の統合」 

（対象施設：文化財仮倉庫、北部多目的センター文化財倉庫、杉本電気跡倉庫、総合倉庫、

旧法務局新居出張所） 

・特になし 

 

ケース６「火葬場と斎場の統合」 

（対象施設：湖西市営火葬場、新居斎場） 

・特になし 

 

推進室 ：資料説明（長期検討事業） 

西堀会長：長期検討事業については、２０２６年以降ということで漠然としているところ

もありますが、現時点のビジョンとして示すことは重要になります。１０年後の

まちはどうなるのか、にもつながるので、是非いろいろな意見をいただきたいと

思います。 

 

ケース７「市民文化・社会教育・学校教育施設の複合化」 

（対象施設：南部地区構造改善センター、白須賀宿歴史拠点施設、白須賀小学校、白須賀

中学校、白須賀幼稚園） 

篠原委員：地区ごとの地域防災事情についても考慮して検討いただきたいと思います。 

西堀会長：津波については、２０年までの間に発生の可能性が高いと言われています。防

ぐ体制とともに、復旧・復興についても他の計画と整合を図ってもらいたいと思
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います。 

 

松竹委員：おんやど白須賀（白須賀宿歴史拠点施設）も複合化するということですが、観

光施設と幼・小・中などの学校施設が複合化するイメージがつきづらいです。授

業中に同じ施設に観光客が入ってくるようになるのでしょうか？ 

推進室 ：出入口を別にして、観光客が教室に入らないような配慮は当然必要となります。 

松竹委員：同じ敷地内となると完全に分けることはできないので、セキュリティの問題が

あると感じます。 

西堀会長：施設の複合化については、安全性・セキュリティの配慮が必要ということです

ね。 

 

白井委員：このケースでは複合化後の延床面積がそれほど減っていません。各施設がどう

なっていくかが、よくわからないです。 

推進室 ：小学校と中学校は隣接していますので、すでに給食室は共用しております。今

後は、理科室などの共用等を検討しております。また、白須賀中学校については、

生徒数に対する基準の面積が適正な規模となっております。 

白井委員：教室の移動については、校舎間の移動となると、それを常にだれかが見ていな

いといけなくなります。施設外への移動はなるべく避けていきたいとも思われま

す。 

西堀会長：複合化のメリットが何かということになりますね。教育施設には基準というも

のが決まっていますので、極端に生徒数が減った場合は施設の共用でメリットが

でてくるのですが、適正な基準でいる場合は合理化が図れない面もあります。 

     ここでは、生徒数は減っているのですか？ 

推進室 ：ピーク時には、２～３クラスありましたが、現在は１クラスとなっております。

今後も同程度の水準が維持されると予測されております。当時の面積としては適

正であったのですが、現在は空き教室が存在しております。 

     学校施設については、教育委員会の拠点構想に基づき小中一貫・小中連携を検

討しており、詳細な計画はこれからですが、個別計画としては、拠点構想を踏ま

え、中学校を長寿命化させ複合化を図る予定です。ただし、現在の中学校の校舎

だけでは小学校、幼稚園の全てが入らないので、一部増築も検討する必要があり

ます。小・中の複合化が始めにされますが、幼稚園やおんやど白須賀、南部構造

改善センターなどはまだ新しい施設になりますので、複合化の時期はずれてくる

ようになります。 

西堀会長：複合化の都度に増築、改築をするのですか？ 

推進室 ：初めに必要面積を見込んで大規模改修を行い面積を確保しておいて、老朽化の

時期に複合化を図る計画でおります。 
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西堀会長：空きの期間がでてしまうので、コスト面の計算をして検討する必要があります。

その点は十分慎重に行うべきです。 

     また、もう一つ課題として、施設面では施設の合理化という点で検討するのに

対し、教育委員会では教育の論理があります。お金の論理と教育の論理ですが、

それはどこかで衝突するかもしれません。また、保護者の考えや地域の考えもあ

りますので、より複雑で難しい調整になります。この会では、施設の適正化、効

率的な運営について検討していきますので、そういった前提条件として付けても

いいかもしれません。 

 

ケース８「湖西市役所の再整備」 

（対象施設：湖西市役所、健康福祉センター、湖西市防災センター、湖西市民活動センタ

ー、湖西市ふれあい交流館） 

篠原委員：資料に他市の事例が載っているように、独自のアイデアで先進事例になるよう

にしてほしいものです。また、他の事例も踏まえ、単に真似をするのでなく、さ

らに工夫を加えてほしいと思います。 

西堀会長：資料にある長岡市は私も見てきたことがありますが、１階に議場があり、広場

から議場が見えるといった斬新な発想があったり、駅に直結しており雨雪でも移

動できるようになっていました。長岡市の場合は、合併を経て市域が広いため、

コンパクトシティを進めるうえで、市の中心に人の集まる施設を設置したいとい

うことで市役所とホールやアリーナがセットになっています。つまり、各市の事

情によりコンセプトが違ってくる訳です。湖西市の例になるものは、全国的にど

ういったものがあって、参考にしていくかを整理する必要があり、本質的なとこ

ろを捉えて吸収していくようにしてもらいたいです。 

     市役所というところは何であるかという議論が大事になり、この複合化につい

ては、機能面だけでなくソフト面の検討が重要になります。 

 

ケース９「新居地区市民利用型施設の複合化」 

（対象施設：新居地域センター、新居図書館、子育て支援センター、老人福祉センター） 

・特になし 

 

ケース１０「スポーツ施設の複合化」 

（対象施設：新居体育館、勤労者体育センター） 

藤田委員：勤労者体育センターはソフト面で利用者も多いと思いますで、利用者にも考慮

して複合化を検討いただきたいと思います。 
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ケース１１「北部教育拠点施設整備」 

（対象施設：東小学校、知波田小学校、湖西中学校、新所幼稚園、知波田幼稚園） 

白井委員：地域によって様々な課題があり、公共施設の適正化にも温度差があると思って

おります。特に、身近な施設が無くなるとなると、その地域にとっては重要な決

定になると思います。このケースですとかなり大規模な地域を一つにまとめるこ

とになります。児童、生徒の通学手段についても、しっかりと検討が必要で、保

護者の方の理解も必要となります。 

     また、幼・小・中を複合化となると、他で実例があるのでしょうか？小・中や

幼・保ならわかりますが、認可自体問題ないのでしょうか？ 

西堀会長：児童、生徒が減少するなかで、基準となる面積をどうみるかということもあり

ます。 

白井委員：現状は必要な教室でも、もっと先の将来には不要となる教室もでてくるかもし

れません。どこかで思い切って統合していくことも検討しなければなりません。 

西堀会長：この地域の説明会ではどんな意見が多かったのでしょうか？ 

推進室 ：地域から学校が無くなっては困るという反対意見と、生徒が少ないのでまとま

った中で教育させたいという賛成意見と両方向の意見がありました。 

     また、複合化は必ずしも一つの建物ではなく、同じ敷地に併設して共用で使え

る施設を効率的に利用するよう検討していきます。 

白井委員：そもそもその共用に問題がないのでしょうか？ 

推進室 ：設置義務と基準があるものはそれぞれに設置しなければなりませんが、設置義

務はあっても基準がないものについては、共用で設置して効率化していきます。

それらはモデル事業の中でも、それぞれ必要な面積を算出して、施設の効率的な

運営を図っていきます。また、別に教育委員会には教育としての考えや保護者や

地元の意見もありますので、そうした意見を踏まえて、今後より具体的に調整し

ていく形となります。 

     また、資料にもありますように、小学校と保育園の統合の事例もありますので、

さらに研究し、可能性を探していきます。 

西堀会長：学校の廃止は地元の反発は必ずあります。というのも、明治時代に小・中学校

は地元のお金で建設しているケースが多く、今は自治体が管理しているけれど、

学校の統廃合への反発には、経済的な根拠がある訳です。それぞれの地域の苦労

の中で学校というものができているという歴史も理解したうえで、相当慎重に進

める必要があります。 

     また、地元にとっては、学校を無くすことで地域のつながりが無くなってしま

うとか過疎化につながるといった心配もあります。 

     それらを踏まえて、地域の絆がなくならない代替の施設や高まるような仕掛け

がないと良い方向がみえてこないと思います。そうした高度な仕掛けをこの先、
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進めていかなければなりません。 

 

ケース１２「消防団分団詰所の統合」 

（対象施設：第３分団、第４分団、第１０～１３分団詰所） 

篠原委員：消防署同様、津波浸水に配慮してもらいたいです。 

推進室 ：活動範囲とともに、津波浸水想定区域外に拠点となる詰所を統合・移転するよ

う検討していきます。 

 

ケース１３「公営住宅の統合」 

（対象施設：川尻住宅、五田住宅、松山住宅、天当山住宅、住吉東住宅） 

白井委員：空き家問題も顕著になっておりまして、民間のアパートなども今後かなりの戸

数が空き家になってくると思われます。公営住宅の整備が民間の空き家を助長す

ることにも成りかねないです。 

     「住宅セーフティネット機能を強化するための住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律」にもあるように、高齢者や低所得者には民間の

空き物件を活用していくというのも公共施設の適正化につながると考えます。 

     公営だけでなく、市内全体の民間の状況を考えて計画していく必要があります。 

推進室 ：増築する場合は、そうした状況も踏まえて事業化を検討していきたいと思いま

す。また、既存の公営住宅もバリアフリー化していない物件もありますので、そ

うした点についても民間の状況を確認して最善を検討していきたいと思います。 

 

推進室 ：資料説明（施設一覧、モデル事業） 

西堀会長：これらについては、これまで議論してきました。資料２、資料３、あるいは全

体について意見をいただきたいと思います。 

篠原委員：施設の統廃合について、これまでも解体するといって解体していない施設もあ

るので、計画どおりに実行するようお願いしたいと思います。旧環境センターの

解体の段取りを円滑に進めてほしいです。 

推進室 ：施設所管課から近いうちに計画が出されると思います。 

 

朝倉委員：跡地利用をどうするのかということも重要なことですので、これも含めて統廃

合してもらいたいと思います。 

 

白井委員：これまで１３のケースがあり、延床面積でいうと104,584㎡に対し18,080㎡の縮

減になるということですが、基本計画では全体の施設の228,101㎡を20％縮減する

目標を掲げております。この目標は45,045㎡の削減となり、１３ケースの他にさ

らに約27,000㎡の縮減が必要となります。残りの施設についての方針について確
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認したいです。 

推進室 ：公共施設の約４割を占める学校教育施設については、統廃合の方針がほとんど

決まっていないため、現在の数字に反映できておりません。今後、教育委員会と

調整のうえ縮減面積を明確にしていきたいと考えます。例えば、１３のケースに

ない新居中学校については、生徒数に対し延床面積の割合が大きいので、具体的

に施設をどう縮減していくのかを調整していく必要があります。 

白井委員：地域ごとや個別施設ごとではなく、市全体として、施設の役割・分類ごとに適

正な規模を検討していかないのでしょうか？地域からスタートして考えると地域

という狭い範囲で施設・機能が固まってしまうので、市全体として調整する必要

がでてこないのでしょう？ 

推進室 ：現在の縮減面積の根拠は、設計段階の確定している面積でなく、一律の比率で

計算しております。例えば、複合化する場合は、現状の９割の施設を残すように

延床面積を計算しております。 

     すべての施設を対象として個別計画をまとめますので、明確に方針を立てられ

るものは方針を立て、総量としても２０％縮減できるようにしたいと考えており

ます。まずは確実にできるもの、実現可能性の高い事業を計画しましたが、市の

厳しい財政状況も踏まえると、更に縮減が必要になってきます。現時点で新しい

施設は、縮減対象と考えにくいのですが、今後の計画の見直しの中で１０年後、

２０年後は老朽化の施設となりますので、その中で縮減していきたいと考えてお

ります。 

 

金原委員：地域ごと施設ごとの軸と計画期間の軸とをうまく捉えていかないとムダがでて

しまいます。最終的にどうなるのかのビジョンがないと、同じ施設を何度も改修

したり、地域によっては機能面で空白期間がでてしまう恐れもあります。 

     また、新居地区は津波浸水地域だから移転しなければという考えになりがちで

すが、そこに住んでいる住民の生活もあります。消防署のケースでは、津波以外

の消防・救急について、住民に理解が得られないといけないと思います。 

推進室 ：消防では移転検討の中で、カバーできるエリアを検討しております。 

 

松竹委員：施設の複合化や改修に伴い、トイレの問題なのですが、ＬＧＢＴ（性の多様化）

に対応するためにひとつのトイレにするなどの検討、可能性はあるのでしょう

か？今後、１０年、２０年後には、こうした要望も増えてくると思います。 

推進室 ：時代によって性別の捉え方は変化していきます。多目的トイレが男性、女性問

わず使用できるようになっておりますので、現時点ではその中で対応できればと

考えます。 

西堀会長：時代によって設計思想が変化してきますので、設計時にその時代に合った対応
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をすることとなるのでしょう。 

 

近藤委員：資料に新居地域センターのホール機能は市民会館に統合とありますが、市民会

館については個別計画に掲載されるのでしょうか？ 

推進室 ：市民会館については、庁内組織で検討しておりますので、現時点ではまだ公表

できる段階ではありませんが、複合施設として検討している状況です。 

近藤委員：市役所の建て替え時期にも重なるので、市役所との複合施設としても考えられ

ると思います。 

 

西堀会長：以上で、本日の議事については終了といたします。 

3 その他 連絡事項 

4 閉 会 

 


