
公共施設の活用に関する地域意見交換会　意見交換テーマ

　テーマ１　「市の考えや取組みについてどう思いますか？」

　テーマ２　「どうしたら学校の空き教室をもっと活用できると思いますか？」

　テーマ３　「どうしたら市民館等の校区にある公共施設の利用を増やせると思いますか？」

２月開催分　意見内容

1 2 3 その他

福岡 60代 男性 ○ ○ ○

市民館にしても小学校にしても行くのが遠く、少子高齢化の中で近くに居場
所づくりできるところがない。コンビニのように近くにあると良いし、集会
所への補助を増額してくれても良い。スポーツジムは賑わっているが、市民
館を学校に入れるだけでは利用が伸びない。学校のプールや体育館も十分に
活用できていないし、ジムの機器を置くとかしないと（付加価値がないと）
人は集まらない。施設の所管が違ったり、お金の面（使用料をとってもいい
と思う）もあるが、ジムのようなものがあったらいい。

福岡 40代 男性 ○

（建物について）今後働き方改革などで工事する人や管理する人がいなくな
ると思うがどう考えているか疑問である。
複合化した場合でも、それぞれの施設で人が必要になると思うし、単に複合
化しただけでは人が集まらないと思う。

福岡 60代 男性 ○

（学校と）老人センターや保育園の複合化は賛成で、全部入れてもいいと
思っている。子どもは老人を見て育ち、老人は子どもが生きがいと思ってい
る。色んな人たちが育てることで情操教育にもなる。もっと言えば病院が
あっても良い。そういうものがあると地域の核になると思う。施設が大きく
なれば新しく建てた方がいいとなるかもしれないが、せっかくやるならその
方がいいと思う。核家族化が進み、目が届かなくなっているので、老人と一
緒にするのはいいと思う。
（福岡小学校は）2階建てであり、子どもが減ってくれば、2階を学校、1
階を他の施設にできると思う。

福岡 60代 男性 ○

平日に西駅の駐車場（県営）や松葉の駐車場（市営）をたまに利用するが、
１フロアに数台しかないような状態である。値段は前から変わっていない
が、もっと安くしてくれれば2時間でも３時間でもとめていたいと思う。す
ぐに変えることはできないと思うが、もったいないような状態である。

福岡 60代 男性 ○

学校の図書室を市民に貸出できるといいと思う。市民館の図書だとワンクッ
ション置かないといけないので、もう少し学校をオープン（地域と密着）
に、もっと地域が自由に使えるようになると学校の図書室が活きてくると思
う。

意見内容校区名 年齢 性別

意見交換テーマ
意見
用紙
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1 2 3 その他
意見内容校区名 年齢 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

福岡 80代 男性 ○ ○ 良いと思うが公共施設を減らすべきだ。民間利用が良い。

福岡 80代 男性 ○ ○

・運動場を開放する。昔は暗くなるまで遊んでいた。
・保育所に使う（民間）
・デイサービスに使う（民間）
・図書室を開放

福岡 80代 男性 ○ ○
・ぐるりんバスを運行
・駐車場を増やす

福岡 80代 男性 ○ ○ 公共交通の増強

福岡 60代 男性 ○ ○ 概ね賛成（意見交換会の発言どおり）

福岡 60代 男性 ○ ○ 子どもと高齢者が共に過ごせる施設が欲しい（発言どおり）

福岡 60代 男性 ○ ○
より魅力ある市民館を希望（発言どおり）
・自販機の設置など

福岡 60代 男性 ○ ○ 不必要な無駄な施設は廃止していくように（一般の利用率が低い）
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公共施設の活用に関する地域意見交換会　意見交換テーマ

　テーマ１　「市の考えや取組みについてどう思いますか？」

　テーマ２　「どうしたら学校の空き教室をもっと活用できると思いますか？」

　テーマ３　「どうしたら市民館等の校区にある公共施設の利用を増やせると思いますか？」

２月開催分　質問等（一部意見を含む）と回答

1 2 3 その他

福岡 60代 男性 ○ ○

（資料に）小中学校の複合化の事例で保育園や老人センターとあるが、学校
の廃止も含まれているのか？
保育園や老人センターの複合化なかなか大変なものだと感じる。児童クラブ
を複合化した学校を見たことがあるが、管理面でなかなか大変だと思う。

廃校後の活用ではなく、（空き教室を活用し
た）複合化の事例です。

資産経営課

福岡 60代 男性 ○
施設の長寿命化について、年数はどのくらいを考えているのか？
長寿命化はもっと前からできなかったのかと思う。

80年間を目標に、15年おきに予防的な工事
を実施していきたいと考えており、既に取り
組んでいます。

資産経営課

福岡 60代 男性 ○
（長寿命化して校舎を80年使用するとなると）学校の複合化はかなり先の
話になるのか？

将来的な建替え時に限らず、改修に合わせた
複合化を考えています。

資産経営課

福岡 60代 男性 ○
（今日は市民協働推進課の職員が参加しているので）意見交換の対象施設は
校区市民館に限られるのか？

校区市民館だけでなく地区市民館や地区体育
館など校区にある公共施設が対象になりま
す。

資産経営課

福岡 60代 男性 ○

空き教室の活用はグラウンドをセットで考えた方が良い。グラウンドが全然
活用されていない。例えば児童クラブと複合化したときにはグラウンドを使
えないといけない。今、小学校の駐車場は、学校と校区市民館で仕切られて
いて、学校の駐車場を利用するときにいちいち許可を得なくてはいけない。
空き教室の活用以上にグラウンドをもっと自由に使えるようにしてもらうと
良いと思う（安全安心というのもわかるが）。事故があったときの責任云々
よりも、子どもがすこやかに育つ方が大事だと思う。

（グラウンドや遊具を自由に使えるようにす
ると）管理面で問題があるという声はありま
す。

資産経営課

福岡 60代 男性 ○

市民館を集約化したイメージが資料にあるが、各小学校区に一つ市民館が必
要ないという前提（考え）なのか？
地区市民館と校区市民館を集約することも考えてもいいと思う。学区は政治
的にできたものなので、例えば中野と福岡はすぐ近くなのに何で？となる。
南部地区市民館があって、南陽地区市民館もあって不合理である。

資料はあくまでイメージ図です。個々のこと
は決まっていませんのでご意見として受け止
めます。

資産経営課

福岡 60代 男性 ○
校区市民館は飲食禁止なのか？お弁当もってビールもって来ることができれ
ば違ってくる（利用増になる）と思う。

飲食だけを目的とする部屋の使用はできませ
んが、地域のレクリエーション行事、居場所
づくり活動、支え合い活動、コミュニティカ
フェなど地域のコミュニティ活動に伴う飲食
については許可をしております。ただし、飲
酒は禁止しています。

資産経営課

福岡 60代 女性 ○ 実際の空き教室（余裕教室）の状況はどうなっているのか？

豊橋市の小学校において、外国籍児童の個別
指導や、算数の授業等における習熟度別の少
人数指導など、学校側で何らかの活用をして
います。1教室が廊下部分を入れて約90㎡
なので、例えば、1000㎡の利活用可能面積
がある場合はおおよそ10教室分相当になり
ます。

資産経営課

質問等内容校区名 年齢 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

担当課回答等 担当課
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1 2 3 その他
質問等内容校区名 年齢 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

担当課回答等 担当課

福岡 60代 女性 ○
教室を市民が利用したい場合、すぐにオッケーが出るものなのか？
実際に使いたいと言っても、それは・・・となる。教室は空いていても児童
がいるので、上手くいかないのではないか。

これから複合化に向けた取り組みをしていこ
うとしているところです。

資産経営課

福岡 40代 男性 ○ 例えば、複合化や集約化をした場合に元の建物はどう考えているのか？
立地など様々なことを踏まえて（方向性を）
考えますが、基本的には解体か活用のどちら
かになります。

資産経営課

福岡 60代 男性 ○ 学校の複合化の話は、教育委員会で詰まっているのか？
具体的な複合化の方法等については、今後検
討していきます。

教育政策課

福岡 60代 男性 ○ アリーナの話は決定なのか？ 決定していません。
「スポーツのまち」づくり

課

福岡 60代 男性 ○
まちなか図書館をはじめ、図書館の再検討をしていると思うが、利用率はど
うなのか？図書館の利用が多いからまちなかに作るということなのか？新聞
や雑誌を読みに行っているだけの人も多い気がする。

利用者数は年間約40万人で推移しており、
利用者登録率は17％です。
まちなか図書館は今まで図書館を利用しな
かった層をターゲットにし、まちなかに設置
します。

図書館
まちなか図書館開館準備室

福岡 40代 男性 ○
図書館と小学校の図書は書籍をやりとりするなど繋がっているのか？
一緒になれば子どもが読みたい本も（学校に）くるし、親も子どもが学校に
行っている間に利用できて良いと思う。

授業学習・支援センターのスタッフが図書館
に常駐し、図書館から希望のあった小中学校
へ図書を貸し出す、学校貸出というものを
行っています。

教育政策課
図書館

福岡 40代 男性 ○ ○

学校を利用（複合化）するにあたって、市はもっと民間企業を呼び込んだら
どうか。公共施設だから無理なのか。民間の方が良い知恵や良いノウハウを
持っているので、（複合化を）やるには民間をもっと使った方がいい。この
辺は老人センターや保育園など民間が入りやすい場所だと思うので、市だけ
でやるのではなく、民間に募集を広げていくと効率的だと思う。

市民館など指定管理者制度を導入している施
設や斎場などＰＦＩ手法によって建設から管
理まで行う施設もあります。複合化について
も、こうした民間の活用も可能であり、あり
得ます。

資産経営課
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