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第２回 湖西市行財政改革審議会 会議録 

開 催 日 時 平成 28 年９月 29 日（木）午前 10：00～午前 12：10 

開 催 場 所 湖西市役所２階 市長公室 

委 員 
（出席者） １０人  (事務局) ５人  

（公共施設マネジメント推進室） ３人 

内  容 

 

西堀会長よりあいさつ 

 

  本日は「アクションプランの進行管理」と「公共施設の適性化」についてだが、特

に公共施設の適性化については、非常に大きな問題である。公共施設とは何かという

深い問題があるが、地域の生活であるとか、文化、教育、経済というものの土台を公

共的に作っていくということで、戦後にいろいろ苦労があったが、多くの施設を作っ

てきた。人口が減っているのではないかという中で、なおかつ今までは作っていけば

自動的に更新していくというような、右肩上がりの計画で自治体運営を行ってきた。

戦後７０年ということは、1960年以降多くの公共施設を作り、それが日本の経済発展

と豊かさをもたらしてきた。そのような比較的、拡大型の循環というものが、変わっ

ていこうという中で、これまでの大きい制度を変えていくということになってきてい

る。そういう意味で全体としては、現状維持や効率化となっていくわけだが、やはり

地域を支えてきた施設であるので、検討を進めていくというのはなかなか重い作業で

あると思う。そしてこの総合管理計画は３０年先を見越すということなので、３０年

先ということは、1970年に2000年頃を予測していた人が果たしていたのかと、こうい

うことである。そうするとその間にさまざまな社会的、経済的、文化的な変化が起こ

ってくる。そのようなことを考慮しながら将来を計画する、という話なので、恐らく

誰もできない。できないのだけれども放っておくわけにはいけないので、しっかりと

後世に残していく計画を作っていこうということである。なので、大きく言うと将来

の湖西市をどのように、施設面で考えていくのかということと、そのための条件は何

なんだろうかというところに思いを馳せて、職員の皆さんと我々で考えていく必要が

ある。いろいろ足らざるものはあると思うが、大きく言うとどういうものが必要なの

かということと、どういう手順で進めていくかということが大きいかと思う。アンケ

ートもそのひとつである。予測というのは大体間違うものであるので、間違いや変化

を生じたときに、どのように柔軟に対応できるかということも、ぜひ委員のアイデア

で、いい内容を原案に加えていきたいと考えているので、よろしくお願いしたい。 
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西堀会長 ：それでは審議事項アクションプランの進行管理について、事務局より説明

をお願いしたい。 

 

 

 【事務局より「湖西市行財政改革アクションプランの進行管理」について説明】 

 

 

西堀会長 ：それではアクションプランの進行管理について、意見を伺う。 

 

白井知委員：「事業№19 病院会計の適正管理」について、前回の審議における回答では、

他の公立病院についても同様の現状であるから止むを得ないというお考えな

のかもしれないが、抜本的な経営改善の為、管理について民間委託する等の

具体的な施策は検討されているのか。 

      続いて、「事業№32 移住・定住に向けた魅力の発信」について、昨今、 

空き家の問題が取りざたされているが、空き家の有効活用に対する助成金の

施策の検討・実施の予定はあるのか。 

       後に「事業№43 下水道受益者負担金の収納率の維持・向上」で、受益

者負担金について、現状若しくは改善がなされるという前提において事業計

画の採算性はしっかりと確保されているのか。また、未接続世帯の現状（汲

取り・浄化槽）の維持管理費用と比較して、推進しようとしている下水道事

業に十分な優位性があるとの検証が成されているのか。これは非常に専門的

でわかりづらいかもしれないが、要は下水道を市として推進している中で、

エリアもどんどん拡大していることだと思うが、市の計画とは裏腹になかな

か下水道に接続する方の数が少ないと感じている。そこのところを掘り下げ

てみると、一般市民の目線としては、下水道に接続すると、今までの浄化槽

と比べて金額が高くなると、家計も厳しい中で考えると、下水道に接続する

ことに対して、値段は高くなってもきれいになって環境に良いとはわかって

いても、メリットを感じない方が多いのではないか。その現状を踏まえた上

でそれでも下水道の採算性が十分であると保証されていればよいが、これか

らやろうとしている新規の事業に対して、進めていって３０年後見たときに、

計画がよくなかったねとなってもいけないので、３０年後も見越して少しず

つ着実に歩みを進めているかどうか確認したい。 
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事務局  ：「事業№19 病院会計の適性化」についての質問について「抜本的な経営改

善のため、管理について民間委託をするなどの施策は考えているのか」とい

うことであった。 

湖西病院の方針としては、急性期医療、つまりは病気の進行を止めたり、

病気の回復が見込める目処をつけるまでの間、提供する医療を中心に実施し

ていく方針で、公立病院として、どうしても不採算部門があるが、民間委託

を導入した場合、不採算部門が切り捨てられる可能性があるため、引き続き

経営改善を図りながら、直営での運営を考えている。 

      「№32 移住・定住に向けた魅力の発信」については「空き家の有効活用に

対する助成金の施策の検討・実施の予定について」の質問であったが、現在

実施しているもので、空き家対策に寄与するものとしては、「住宅リフォーム

支援事業費補助金」というものがある。市内に住所を有する方または住所を

有しようとする方、リフォームを行う住宅に居住することなどを条件とし、

補助対象経費の 20％以内かつ 20 万円以内の額を補助するもの。 

その他の検討については、「湖西市まち・ひと・しごと創生総合戦略」にも

あるように、移住・定住の促進に関する施策などと合わせて検討を進める必

要があると認識している。 

      「事業№43 下水道受益者負担金の収納率の維持・向上」については、「事

業計画の採算性の確保」と汲み取り・浄化槽と比較した場合の下水道と比較

した場合の優位性の検証について」質問をいただいた。 

      受益者負担金は、公共下水道が使えるようになったときに建設費の一部を

負担していただくものであるため、あくまでも建設費用の一部であることか

ら事業計画に大きな影響を与えるものではないと考えているが、重要な財源

には変わりないので、その確保に努めたい。 

      また、下水道事業の採算性についてであるが、合併直後の平成 23 年度に財

政計画を再度見直をしている。 

汚水処理の放流先である浜名湖の水質環境基準を達成すべく、下水道事業

は高度処理方式を採用しているので、トイレの汚水のみを処理する単独浄化

槽や下水道に比べて、浄化能力の低い合併浄化槽とを単純に比較することは

困難である。 

      更に、水質解析は将来予測を伴う作業であり、長年のデータ分析が必要と

なるので、まずは、投資効率の高い市街化区域を下水道事業により継続的に

整備をしていくと共に、市街化調整区域における汚水処理の整備方式につい

て、下水道事業と合併浄化槽との併用でもって放流先の浜名湖の水質環境基

準を達成することが可能か否か検討していきたいと考えている。 
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白井知委員：前半の２つの回答については了解した。下水道に関しては、市を責めるわ

けではなくて、下水道の業者として事業を成功して欲しいという気持ちから

の発言だが、本来は下水道に接続するよう投げかけはしてきていると思うが、

市民がなかなかそれに反応をしない、そうするとどんどん思惑が乖離して言

ってしまうので、民業圧迫になるので、強制力を発生するのはよくないこと

かもしれないが、接続するエリアになった人はとにかく積極的に、もう少し

協力してよという空気を作っていかないと、市の思惑通りに接続はされてい

かないかと考える。一歩踏み込んでいかないと今後よくないのではないのか

と肌身で感じているところである。 

 

西堀会長 ：公共下水道の場合は、規模の利益というのがあって、保険と同じでたくさ

んの人たちが加入するとコストが下がるという経済上の原理があるので、そ

れが抜けていくと相対的に参加者の負担が大きくなってしまう。なので、ど

れだけ多くの人たちが計画に合意して参加していただけるかが、とても大事

なことである。高度処理を行っているので、湖西市の公共下水道のコストは

相対的に高くなる。そうするとそのコストを参加しない人たちが、浜名湖の

汚染をしているということとみなして、処理負担金を取ると、そのような形

もないわけではない。しかし公共施設は、どれだけのコストと、社会的な費

用の負担を分担し合うかということがあるので、慎重に検討していく必要が

ある。 

      では、次に公共施設の適性化について。昨年度、公共施設等総合管理計画

を策定した。その過程で審議会からも多くの質問や意見があった。今年度企

画部に、公共施設マネジメント推進室が設けられ、現在、公共施設再配置基

本計画の策定に取り組んでおり、ぜひ意見を伺いたいということなので、こ

の審議会の後半の審議事項として取り上げていく。個別計画も今後策定して

いくので、実際どうなのかとなると、想定していなかった問題も多々出てく

るし、皆さんの意見もよりリアリティのあるものになってくるであろうと思

われるので、皆さんの意見を伺いたい。 

      まずは公共施設マネジメント推進室で取り組んでいる公共施設の適性化に

向けての取り組みについて、説明を伺う。 

    

  

【公共施設マネジメント推進室（以下「推進室」）より 公共施設等総合管理計画につ

いて説明】 
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西堀会長 ：まず全体を通して意見があれば伺う。 

 

白井聖委員：そもそもの話であるが、不足額の算定において、過去５年間の事業費平均

から将来の不足額を算出すると、こういう計算をして年で１０.３億円とい

う、直近の平均が、今の計画の終了まで事業費を充てられるという前提であ

るが、2040年までに人口規模が縮小するということは、基本的には当然、市

の歳入も減るだろうということが、当たり前のように考えられると思うが、

過去５年間の事業費の平均が2040年まで充てられるのだという仮定に、そも

そも無理があるのではないか。とすると、２割の削減どころではないのでは

ないかということが私の以前から持っている考えである。このような将来の

建設費というのは、どのように考えているのか。 

 

推 進 室  ：財政計画は平成32年までの中期財政見通しは出来ているが、20年30年の長

期財政計画は出来ていない。社人研の人口推計を準拠する試算では、湖西市

は2040年に48,484人と推計されている一方、平成28年3月に策定された「湖西

市人口ビジョン」では、さまざまな施策を講ずることにより、2040年の20年

先になる2060年に48,361人ということで、人口が減らないような施策を講ず

ることとしている。平成28年度の市予算では、市税収入が約110億円で、この

内、固定資産税が約55億円、人口減少の影響を大きく受けると思われる個人

市民税が約34億円とおよそ3割を占めている。当然、これらの影響を受けると

思われるので、現在策定中の「公共施設再配置基本計画」、来年度策定予定の

「公共施設再配置個別計画」は、5年～10年ごとに早めに見直して、30年間こ

のままの計画でいくというのではなく、財政状況に応じて見直しを加えてい

く。 

 

白井聖委員：５年ごとの見直しで間に合うのか、と思う。 

 

推 進 室  ：他の市町では３０％とか４０％削減という計画も出ている。いろいろな方

の意見を聞くと、それは無理ではないかという意見もある。現実的にはまず

２０％を湖西市の目標としていく。 

 

西堀会長 ：推計ということか。推計をもう少ししっかりやってみて、 大限、 小限

という部分で。 

 

白井聖委員：シミュレーションはできると思うので、ここで２０％に固執してしまって
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よいのかと思う。 

白井知委員：こういう数字を算定するときには、うまくいった場合、普通の場合、よく

ない場合と、何パターンかをそれぞれシミュレーションして評価が出てくる

と非常に有効だと思う。やるのは大変だということは重々承知はしているが。

 

推 進 室  ：２０年、３０年先の状況が全く見えていない中で、どこまで投資ができる

かを考えることは非常に難しい。今のところは２０％だが、今後は２０％の

ままなのか、３０％になるのか、工場の誘致とかがうまくいって財政が潤え

ばまた状況も変わってくるので、先のことを考えるのは難しい。 

 

西堀会長 ：難しいのは、現在の政府はＧＤＰを６００兆円にするという目標を掲げて

いて、現在が５００兆円であるから、かなりＧＤＰは伸びる計画となってい

る。なので、湖西市単体で税収をみるというのは、かなり難しいが、地方交

付税交付金、さまざまな交付金、補助金というように考えてみると、現在の

政府のもとでは、計画レベルで言うと伸びる計画になっているので、そこの

ところを湖西市では楽観的に考えずに冷静に見るか、という問題がある。そ

れは非常に大きいマクロの問題であるが、そこの読み方がひとつあるのでは

ないか。なので、あまり縮小していってしまうと、また逆に今度は補助金を

どう使うのかという浪費の問題も出てきてしまうので、絶えず見直していく

かということになるかと思う。予測は難しいができるだけ、この計画を絶え

ずチェックしていくことと見直し方というのが、非常に重要になってくる。

 

金原委員 ：特に事故、火災とか、台風や地震などの自然災害などの要因は、この計画

には含まれていないというのを、どこかに示しておいた方がいいのではない

か。予測ができないことなので、そのようなものが出てくるのではないかと

いうことを記述してみては、というのともう１点は、新居にある紀伊国屋資

料館は、ウェブサイトを見ると湖西市の文化財の指定を受けている。そうす

ると文化財的なものも、今の住民のニーズで削減していいものかどうか、と

いう論点もある。今後、文化財になるのではないかという、近代建築物とし

て浜名湖れんが館が見直されたりなど、そのような建物を住民のニーズによ

って廃止してしまったのだけど、あれはすごくいい建物であったのだだと、

あとからなっても困るのではないか。文化財的な考え方も若干考慮しなけれ

ばいけないのではないか。 
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推 進 室  ：地震などについては、現在、新居地域は浸水区域になるので、そこのとこ

ろは考慮していきたいと考えている。 

 

西堀会長 ：文化財みたいなものは個別計画の中で考えていくということでよいか。 

 

推 進 室  ：れんが館については当時、文化財に指定するという検討はあったが、だい

ぶ改装している。屋根を完全に取り替えている。瓦であったが地震が来ると

落下して危険だということで、全部取り替えている。今残っているのは外壁

や基礎や鉄の扉。外壁については、札幌とか横浜へ行ってもなかなかないレ

ンガであるので、簡単に壊せるかというとそんなことはないと思うので、残

していくことになるとは思う。 

 

西堀会長 ：それでは「第3章 公共施設マネジメント基本方針」について。 

 

藤田委員 ：基本方針４の「広域的な活用」ということで、図面にある公共施設の再編

手法の「②公共建築物の広域的な活用」のところで、「現状の施設の利用対象

地域より広域に、利用対象地域を拡大すること。また、隣接自治体で、公共

施設の機能を共有し共同運用します。」となっているが、これについてはど

んな施設をイメージしているのか。 

 

推 進 室  ：今後、多額の施設更新費用がかかるような施設は、病院や総合体育館、レ

ジャープール、市民会館のような劇場、ごみ処理施設などが考えられる。ご

み処理施設については、すでに浜松市へごみ処理の委託をして広域化を図っ

ている。３０年間で２０％を減らすというのは非常に厳しい目標であると考

えているので、市民のみなさんに２０％の削減がどうですか、ということで

アンケートをさせていただいているが、なかなか１００％の方に同意してい

ただくというのは難しいと思うので、将来的に負の遺産を残さないためには、

皆さんに協力していただいて、痛みを分かち合っていただくということにな

ると思うので、だんだんと市民にお知らせしていきたいと考えている。 

 

藤田委員 ：計画の推進にあたっては、やはり市民との合意形成が必要。市民の意見を

充分に聴いて進めていってほしい。 

 

 

 



 - 8 -

西堀会長 ：藤田委員のほかに意見はないか。 

 

山口委員 ：同じような内容になるが、何があるのかということを疑問に思っていて、

おそらく湖西市に隣接の浜松市や豊橋市の施設を借りるのは、借りるにあた

り魅力のあるものがあるかと思うが、逆に湖西市の施設に、浜松市や豊橋市

が借りるのに魅力のある施設が果たしてあるのか。湖西市の移住・定住のウ

ェブサイトのページのところで、魅力の発信をするというところあるが、病

院とか市民会館とかプールとか、湖西市の魅力としてあるものが、他の市で

借りますよというふうに、それが書けるのかと思うので、進学で外に出てし

まって、就職するのになかなか湖西市に戻ってくるというのが、何もないよ

うなところに戻ってくるのはイヤだなとかなって、人口が減ってしまうこと

になって、さびしいなということになってしまうと思うので、できれば何か、

お金がないというのはわかってはいるが、そこのところも考慮していただき

たい。 

 

西堀会長 ：それでは「第4章 公共施設等の管理に関する基本方針」について。 

 

白井知委員：これまでは維持管理について、「事後保全型」つまり、ことが起こってから

対処するというスタンスだったものを、 終的に長い寿命で考えたときに、

事前にこういうことが起こるだろうと予測して、その予測に基づいてメンテ

ナンスをしていく方が、費用がかからないという考えに改めます、というこ

とが明記されていたので、非常によいことだと思った。 

 

西堀会長 ：是非、推進をということでよいか。では次に「第5章 用途別の管理に関わ

る基本方針」について。 

 

山口委員 ：市民文化系施設、社会教育系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、

と分けて書かれているが、浜名湖れんが館とか、まちづくり交流館とか文化

系施設であって、社会教育系の関所史料館とか白須賀のおんやどなど文化財

的なもの、環境面を重視するとそのようなものは是非残しておいて、それを

生かすようなまちづくり、お金がかかってしまうかもしれないが、そのよう

な考え方で進めていっていただけたら、別々ではなく一元的に考えていただ

きたい。 
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近藤委員 ：全般的には計画のとおりでいいと思うが、いつも使わせていただいている

勤労者体育センターのことだけを考えたときに、夜の利用はほとんど毎日利

用者があって使われている。その方たちに他の体育館を使うように案内する

となると、夜に関しては学校体育館の開放があるので、行き先はまだあるの

かもしれないが、昼間に利用している人達は、昼間に他に使える施設となる

と、学校開放は夜間だけなので使えないというような、それぞれの少ない人

数のことを考えてもきりがないのかもしれないが、そのような面で、他の施

設でもいえることかもしれないが、他に使えるところ、使える先をきちんと

考えていただかないといけない。 

 

白井聖委員：全体としてこの計画自体、全国の市町でどこも同じでないかと思う。これ

を湖西市にどう落とし込んでいくかが見えないから、検討、検討という言葉

が並んでしまう。国の地方移管もそうであるが、結局各省庁に出すとゼロ回

答というふうになってしまう可能性も現実にある。なので、各部門で、どう

ですか、と出していくと恐らくなかなか出てこないだろうと思う。推進室と

いうのが非常に厳しいというか各部門から、こんなことできないということ

をいろいろ言われると思うが、トップダウンで「こうする」、と言わない限り

多分進まないと思う。そのためにはトップの方で、「こうやるんだ。」「ここの

部分はこれだけ減らす。」という気持ちがないと、それを各部門に出していか

ないと、多分できないのではないかという気持ちがあるので、そのような決

意をもってやっていただきたい。 

 

西堀会長 ：要するに進め方についてか。他に意見がなければ「第6章 公共施設マネジ

メントの推進に向けて」について。 

 

山口委員 ：前年度も質問したが、新居の排水機場とか入出排水機場など、このような

自分があまりわからないような、必要なのかどうか、絶対に必要でなければ

ならないような施設だとすると、生活をしていくうえで、今ないと困ってし

まうようなものをまず先に残して、延命のための処置を行うなどして長く使

うことを優先的に考えていただいて、あと豊田会館とか杉本電気跡倉庫など、

このようなところはスピーディーに廃止ということを先に決めてしまって、

スピーディーに実行していただきたい。 
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近藤委員 ：市民会館はどうなっているという話を聞くときに、自分はこの場に参加し

ているので、こういう段階で、こういう状況にあるという、普通では知りえ

ないことを知っているところに、「～だってね」というような勝手な話が決ま

ったような話になっていて、伝わってきたりする。どこまで決まっていると

いうことが、実際に利用してきた人たちにだとか、一般の市民の方には間違

った情報が勝手に走ってしまっているというところがあるので、きちんと今

の段階にはこういう状況にあるということを知らせて欲しいし、それに携わ

るためにどういうことがなされているねということを、やはり「ウェブサイ

トを見てください。」と言われても、なかなか見ない人もいるので、もっとそ

のようなことを身近に分かるように、ＰＲというか、皆さんに積極的に公表

ということをしていただきたい。 

 

西堀会長 ：情報のスピーディーな伝達と言うか、そのあたりの工夫か。 

 

藤田委員 ：「民間活力の導入」のところで、他市の先進事例などいろいろな事例がある

と思うが、湖西市においてもぜひ民間活力導入事例、先進事例を研究してい

ただいて、取り入れていただきたい。 

 

西堀会長 ：意見として受け止めていただければよいと思う。「公共施設のあり方に関す

るアンケート調査の結果」に移っていく。 

 

 

 【推進室より「公共施設のあり方に関するアンケート調査の結果」について説明】 

 

 

西堀会長 ：このアンケートに関して、委員全員から意見を伺う。 

 

篠原委員 ：アンケート調査がうちの女房のところにも届いたのだが、なかなか出した

がらない。内容がよくわからない、施設を使わないというのがあって。その

あたりが、回収率が伸びない原因ではないか。回収率４７.９％というのは、

回収率としてはどういう評価なのか。 

山口委員 ：まずアンケートをする前提として、アンケートをされた方が、将来湖西市

にお金がないので、というのが頭にあって、そのようなことを担保するため

にこれだけのこういう施設を２０％削減しなければいけないと、そのような

前提のうえで回答をいただけたならいいかとは思うが、表のとおり、こうい
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うところが多いというのはただ単に丸をつけただけなのかなという気がしな

いでもないので、役に立たないとまでは言わないが、結果をそのまま受け止

めるものでもないと思う。何度もやってほしい。 

 

藤田委員 ：いちばん感じたのは、公共施設白書と総合管理計画。知らなかったという

方があまりにも多くて、もう少し市民にわかっていただくような努力をして

いただくと言うのが大切ではないか。それとアンケートには関係ないかもし

れないが、調査票を見させていただいて、各施設について利用者の増加策、

使用料の見直し、収支について改善策の必要性を感じた。 

 

白井聖委員：優先的に維持すべき施設や統廃合や内容変更などをすべき施設の問に関し

て、全ての施設が入っているわけではない。受け取った人は、これだけ削減

すれば何とかなるのかと、勘違いをしてしまうのではないか。実は市庁舎も

入っているのですよという、究極を言うと。もっと全ての施設が削減の対象

であると意識付けした方がよかったのではないか。勘違いされていないかな

という気がする。 

 

金原委員 ：自分もアンケートを回答したひとりである。どうしても丸を付けなければ

いけない、という使命感があって、ではどれに付けようかとなると自分がい

ちばん使っていない施設に付けよう、という感じで丸を付ける方がほとんど

ではないのでは。減らすということのアンケートに関しては、ある程度の意

見として聞く、 終的に個別計画の中でこれは喧々諤々として、そこでもっ

と練っていただく。篠原委員が言ったように、この４７．９％という回収率

が、正しいかどうかという部分を検証したうえで、今後進めていただければ

と思う。 

 

近藤委員 ：利用率とその収入というところで、そこを踏まえて皆さんが意見している

のかというのが、どうなのかというのが気になり、利用率と収入に関するペ

ージを見直した。その中で、市民会館は近年の利用率なので、ホールが使用

禁止になってからを含んだ利用率となっているので、はたして正確な数値と

いえるのか疑問に感じた。回答者の属性で地区のところで「新居地区を除い

た中では・・・」という分析があったが、無作為に抽出したというのが、発

送した数と地区の人口に応じ抽出したのか、それともしない全体で無作為に

抽出したのか、恐らく地区の人口を考慮したものだとは思うが、そうすると

地区にあるがほしい施設になり、金原委員がおっしゃったように、自分が関
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わっていないところの施設や知らない施設はいらないよ、といった回答が出

てきやすくなってしまうと思った。 

 

朝倉委員 ：アンケートの発送数と回収数が、 初見たときに少ないと感じたが、それ

が本当に適正かどうか、湖西市の人口６万人弱に対して統計学的に適当かど

うかということの検討が行われているのかどうか。問題なければ、皆さんの

意見も出ているので、アンケートの調査報告に、結果は妥当である旨の記載

を加えてみてはどうか。 

 

白井知委員：大きく２点ほど。まずアンケート結果についての妥当性・信用性のことだ

が、細かく読み解いていくと、回答者の年代構成のバランスが、どちらかと

言えば高めであるという印象を受けた。５０歳代以上が全体の３分の２を占

めていたので、それが果たして適切なのかどうか。３０年後、４０年後を考

えようとしたときに、やはり若い人の意見がもう少し反映されてしかるべき

であると考える。あと人口比率に関しても、だいたい、旧湖西市と旧新居町

では２：１ぐらいの構成だと思うが、新居地区の意見も考慮していただきた

いと思う。細かいことになるが、アンケートは難しいと思ったのが、「優先し

て残すべきもの」という一方で、「統配合や内容の変更をすべき」と２つに分

かれたときに、市民会館と新居地域センターの回答がよく見ると逆転してい

る。一方では市民会館は大事である、壊してもいい、統廃合してもいいとい

うのが、市民会館のほうが上を行っているような、矛盾した意見というのも

あるので、非常に難しいと感じた。 

 

松竹委員 ：公共施設白書は自分も知らなかった。総合管理計画も知らなかった。利用

者のアンケートということで、自分も新居体育館や新居地域センターをよく

利用するが、使用している自分達が、このようなことが話し合われているこ

とを知らずに利用していた。利用者の声はどのようにいただいているのか知

りたいと思った。 

 

西堀会長 ：かなり多くの意見が出てきた。これらを考慮に入れて進めていただきたい。

 

推 進 室  ：統計学的に言うと、全て考慮されていて、統計学で言う誤差の範囲に収ま

っている数字ということで進めている。地域の配布数は考慮しているが、年

代までは考慮していない。回答の分布については、若い人たちは回答が少な

かったという結果となった。 
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西堀会長 ：全市的な代表性という点ではいいのだが、それぞれの地域あたりに見ると

どうなのか、ということ。アンケートの妥当性というのは全市的なレベルで

はいい、ということ。代表性の問題である。では次に「公共施設再配置基本

計画」について説明を伺う。 

 

 

【推進室より「公共施設再配置基本計画」について説明】 

 

 

西堀会長 ：かなり大事な個別の考え方についてである。皆さんから意見を伺いたい。

 

松竹委員 ：非常に難しい問題で、意見できない。 

 

白井知委員：公営住宅についても、既存の、市が所有している住宅を使っていくという

ことだが、市民目線で言えば、安定した住宅を供給していただけるのであれ

ば、それに越したことはないが、空き家であったり、マンションであったり

民間のものを借り上げたり、活用して提供していくのも、ひとつの案である

と思う。あと行政系の施設で、新市役所庁舎と新消防庁舎も検討されている

んだなと思った。耐用年数とか耐震性とかの資料を拝見したが、災害が起き

たときにどこを拠点にして、どの施設が安全で、ということをしっかり念頭

に置きながら再配置計画を考え、腹をすえていかないと、計画の基本的な部

分がぶれてきてしまうと感じた。 

 

朝倉委員 ：今までに湖西市から仕事をいただいてきたときに、改修工事を行う前に、

前年度に予算がついたから設備の部分だけ改修しますよ、と。次のときにま

た予算がついたから、新しい古いに関わらず、また作ったりと無駄な部分が

あると感じていたので、公共施設再配置計画を作って、ひとつの課がまとめ

て行うというのは、非常にいいことだなと思っている。その中で細かなこと

になるが、建築の建物以外の電気とか設備の更新時期というのがかけ離れて

いるので、別々に検討した方がよいのではと思う。 

 

 

 

近藤委員 ：内容的に難しい内容であった。先ほどの体育センターの話でもあるが、ス
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ポーツ・レクリエーション系施設の配置の考え方のところに、地区を超えて

活用することとあるが、地区を超えて複合化するということはいいが、やは

り近いから通える、地区にあるから出かけていけるということもあると思う

ので、一概に揃えて一つの複合施設があればよいという考え方だけで推し進

めないで、利用者のことも考えていただければと思う。 

 

金原委員 ：基本計画とすればこれでよいのかと思う。ただこれに続く個別計画がある

と思うし、その中で先ほど藤田委員がおっしゃったとおり、みんなの理解を

得られるように努力をして、計画を立てていくということが第一だと思う。

 

白井聖委員：２点ほどだが、縮減というのがマイナスイメージしかない、今のところ。

そうではなくて、人口にあわせて減っていくなら、一人当たりの延べ床面積

も変わらないわけである。さらに施設の状況や今後の交通事情を考えれば、

より便利になるのであると、今よりもいいものになるのだと、そのようなこ

とをぜひ発信していただきたい。今のところマイナスイメージしかないので。

もうひとつは、個別の方向性の中で、総合管理計画の12ページのところに、

各施設の建て替えコストというのがあるが、実は２割の削減ではなくて総事

業費を削減するのであるのだから、施設ごとに係数が違うわけである。高い

施設や、削減してもコストが削減にならない施設があると思うので、そうい

った削減のコストの差というものを個別計画の検討の中で入れていただきた

い。 

 

藤田委員 ：今後の方向性ということで、市民文化系施設の基本的な考え方の特記事項

がトータルな説明となっているが、先ほどから話題に出ている市民会館をど

のように考えているのか、教えていただきたい。 

 

山口委員 ：内容的にはしっかり書かれているので、意見というのは特にはないが、白

井知委員がおっしゃったように、削減するためにやろうと思ったら、特に市

営住宅とか人口が減るのであればそういう施設は、まず要らなくなるとか、

老朽化して使わなくなった施設も要らなくなるとか、そのような施設に思い

切って手を付けていかないと、まだぜんぜん進んでいかないのではないか。

 

 

 

篠原委員 ：新たな市民のニーズに対応していく必要がある。要するに受動的に、常に
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相手に対してのニーズだけやるのではなくて、相手のニーズを逆にこちらか

ら作っていくという発想の転換を職員の皆さんにやって欲しい。やはりイノ

ベーション、もっと言えばメタ認知をやって欲しいというぐらい、みんなに

そういうレベルでやっていただけると、変わってくると思う。アメニティプ

ラザに行ったときに、サブアリーナに冷房がなくて、猛暑の中７８歳の老人

が汗だくになって、これは本当のサービスなのかと思った。現状でできてな

いのに、これから先できるのか。その辺をやはり発想の転換を、できるだけ

の頭の柔軟さを持ってやって欲しい。 

 

西堀会長 ：市民会館について質問があったが、回答はできるか。 

 

推 進 室  ：市民会館については解体の方向性は決まっており、その後どうするかとい

うのは今検討中であるが、できるかどうかというところから進めたいと考え

ている。どうすればできるのかというところで考えている。イコール、すぐ

作るということではない。 

 

篠原委員 ：昨年自治会長をやっていたときに、市長から市民会館についての説明があ

った。そのときにも同じようなことを言っていて、１年経ってもまた同じ回

答である。このスピードというのはいったいどういうことなのか。行政だか

ら、時間がかかるのは仕方がないと思うが、やはりよりスピード、スリムな

形でやって、年々のさまざまな変化に早く対応できるスタイルを作った方が、

地域の人には喜ばれるのではないかと思う。 

 

西堀会長 ：拙速を避けつつ、適切にやっていただくという努力を、ぜひお願いしたい。

それでは今後のスケジュールについて説明をお願いする。 

   

【推進室より「公共施設マネジメントに係るスケジュール」について説明】 

 

西堀会長 ：スケジュールに関して意見があれば、お願いしたい。 

      （意見なし） 

      その他、全体で意見がある方はいるか。 

      （意見なし） 

      それでは、次回の審議会の日程について、事務局から説明をお願いする。

 

事務局  ：３回目の審議会については12月９日・14日・15日のいずれかで開催するよ
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う調整を行う。 

      本日の議論の中でいただいた意見のほか、今後も意見をいただきながら11

月中に答申を整理していきたい。 

      「都市計画マスタープラン」「総合計画」の冊子をお配りした。マスタープ

ランは平成２５年度末に策定した。これから２０年の湖西市の土地利用のあ

り方などをまとめたものになる。総合計画は１０年計画を策定してあったが、

中間の５年を迎え、社会情勢の変化などを踏まえ修正をかけたものになる。

     総合管理計画や再配置計画と関連する計画になるので、内容の確認をお願い

したい。 

 

篠原委員 ：計画を勉強するのはいいが、計画を実行する「ひと」も大事であるので、

そこをよろしくお願いしたい。 

 

西堀会長 ：今回は多くの時間を割き、多くの意見をいただいた。以上をもって本日の

審議会を終了する。 

 

閉会 12時10分 

 


