
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

芦原 70代 男性 ○

場所が地域と近ければいいが、遠いと行きにくい。地区市民館は行きにく
い。車を持っていても駐車場が少ない。行きたいと思っても使い勝手が悪い
ので行きにくい。パソコン教室も整備されたので使いたいと思っている。駐
車場などの問題が解決されないと、そこにありますというだけでは利用しに
くい。

芦原 60代 男性 ○ ○

市民館は液状化するというイメージの悪い場所に建っている。児童クラブと
小学校と市民館は複合化の方向でいいが、市民館の場所が悪いことが愛され
ない理由である。児童クラブと一緒にやるといいという気がしている。児童
クラブが学校に入るとき、反対や心配があったが、結果としてとてもうまく
いった。複合化はソフトの面でも人間の交流がうまくできるので、あまり危
険だということはないような気がする。できるだけ児童クラブと一緒になる
ようにと思っている。

芦原 60代 男性 ○
芦原小学校も土は盛ったが、中は液状化するという想定に入っている。市民
館のイメージが悪い。

芦原 70代 男性 ○ ○

場所が悪いので市民館をやめて欲しいといったこともあるが、他に場所がな
いし、水が引けば使えるということでかろうじてやっている。風水害の時に
は児童クラブに避難することになっている。そういう面では、校区市民館が
学校の中に入った方がいいかもしれない。駐車場もあるし。

芦原 60代 男性 ○ ○ 考え、取組みは良いと思います。

芦原 60代 男性 ○ ○
市民館を複合化し空き教室を活用する。月に何回か市の出前講座を実施し活
用する。

芦原 60代 男性 ○ ○ 芦原の場合は駐車場の整備

芦原 60代 男性 ○ ○

小学校を中心に市民館、児童クラブ等の複合化が最適！本年度、前期半年
間、児童クラブ改築のため市民館で受入れたが、受入れ側は当初、責任が増
す等の理由で拒否感が強く、一方、迷惑をかける側には遠慮意識と不信感等
でよい関係ではなかった。行政のタテ割り意識を解きほぐしたのは、子供達
の明るさ、無邪気さで、別れの際は双方涙顔でした。

性別

意見交換テーマ
意見
用紙

意見内容年齢校区名
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1 2 3 その他

芦原 60代 男性 ○
（事前配布資料の）スライド4にある公共施設の市民利用の例ですが、くす
のきは市民利用になるか、ならないのか？

公共施設は市民利用と行政利用に分けられま
すが、学校は市民利用に入っています。くす
のき特別支援学校は市民利用に含まれます。

資産経営課

芦原 70代 男性 ○ （市民館の）稼働率の説明をもう一度してほしい。

稼働率は、全ての部屋が対象ではなく、予約
して使用している部屋をベースにしていま
す。具体的には集会室と和室になります。そ
の室について、開館日数と貸し出し単位で算
出しています。

資産経営課

芦原 70代 男性 ○ 予約をしないで図書室で打ち合わせをすることがよくある。
予約をしないで使用する部屋は稼働率の対象
としていません。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○
校区市民館は80年くらいもつだろうということだが、老朽化して建て替え
をしないとすれば、現実的には小学校に校区市民館の機能を持っていくこと
になるという理解でいいのか？

現在、芦原小学校に遊休空間はありませんの
で、今後遊休空間ができた時にどうするかを
考えていくことになります。市が考えている
のは、遊休空間のあるところに、点在してい
る公共施設の機能移転をすることです。市は
全体としてこのように考えていますが、それ
についてどう思われるか、ご意見を伺いたい
と思います。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○ 校区以外のところに機能が移っていく可能性もあるということか？
その可能性はあります。従って校区市民館に
限った話ではなく、校区によっては例えば地
域福祉センターなども対象となります。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○
校区には老人福祉センターもあるが、（複合化するとしても）今のところ
持っていくところがないということになる。

10年、30年先を考えて方向性を定めていき
たいと考えています。この校区でもこの先建
て替えの時期が来た時に複合化を考えていき
たいと思っていますので、この方向で良いか
どうかご意見を伺いたいと思います。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○
10年単位で物事を考えるのは理解できるので、いろんな年代の方に聞いて
もらうことによって、関心を持つことになるのではないか。これからは若い
人がやっていくことになるのだから。

確かにそうですが、子どもや孫の世代につけ
を残さないために何ができるかという観点で
ご意見を頂きたいと思います。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○
学校で話をして子どもたちにこういう話をして意見を聞くこともできるので
はないか。

出前講座で対応できるようにしています。 資産経営課

芦原 70代 男性 ○ 校区市民館は小学校単位だけという考え方か？
地域コミュニティ活性化の拠点施設として小
学校区単位で考えています。

市民協働推進課

年齢校区名 性別

意見交換テーマ
意見
用紙

質問等内容 担当課回答等 担当課
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芦原 70代 男性 ○
校区市民館を使えなければ、小学校を使わざるを得ないということでよい
か？

使えなければではなく、使用できるとしても
維持費や改修費がかかるので、今ある遊休空
間に機能を移転して、不要になる建物は処分
し、土地は売却して財源にすることも視野に
入れていきたいと考えています。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○
校区市民館の稼働率が低い場合は（今後を）どう考えるのか？例えば稼働率
0の場合はどうか？

一般的に考えれば、稼働率0の場合はやめた
らどうかという話になります。また、違う用
途や制限の撤廃も考えられますが、校区市民
館は地域コミュニティの場として設置してお
り、使われなくなった場合でもこれを廃止す
ることは難しいため、まず利用促進を考えた
上で、それでもだめならということになると
考えます。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○
地区市民館と校区市民館は指定避難所になっているので、集約した場合には
避難をどのようにするのかという問題も出てくる。

他の校区でも賛成だが防災の面も考えてほし
いと意見が出ています。現状では複合化つま
り機能の移転を考えています。なおかつ機能
移転をして拡充していきたいと考えていま
す。例えば、土日祝日や夏休みなど学校が休
みで使われていない家庭科室、図工室、パソ
コン室などを、セキュリティを確保しなが
ら、地域の方に使っていただくことを考えて
いきたいと思います。
お話にあった集約化、これは統廃合に近いも
のですが、この集約化については現在想定し
ていません。使われていなければ廃止したら
いい、という意見も頂いていますが、今は複
合化という方向で考えています。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○ ○
小学校と市民館を複合化することで、トラブルが起きたり、先生方の負担が
増えるという心配はないか？

その心配はあります。また、過去にあった、
池田小のような事件が起きないようにセキュ
リティについてはしっかり考えてゆく必要が
あります。何でも入れればいいわけではな
く、セキュリティ確保のためにどうしたらい
いかということを十分議論する必要がある事
は認識しています。具体的に複合化の話に
なった場合には、こうしたらいいという意見
を頂けたらと思います。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○ 今現在小中学校の先生方の意見は聞いているのか？

学校によっては空き教室が出ているところも
あるので、校長会を通じて、複合化を含め
た、施設の有効活用の必要性は教育委員会と
して話をしています。

教育政策課

芦原 60代 男性 ○ 市としては複合化が可能だと考えているのか？
基本的に公共施設の中に公共施設を入れるこ
とは可能だと考えています。

資産経営課
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芦原 60代 男性 ○

公民館で折り紙をしているが、それを校区市民館でやるとなると場所が偏っ
ているので、歩いてはいけないということになる。場所が偏っているし、駐
車場もないので利用しにくい。特に高齢の人たちにとっては歩いていけない
ことは大きな問題になる。場所づくりも大切である。飲食禁止も利用をしな
い理由になっていると思う。

他の校区では、コーヒーでも飲めるような憩
いの場にしたらどうかという意見も出ていま
す。飲食禁止や営利目的では利用できないと
いう制限をなくしてほしいという意見も出て
います。時代が変わってきているので、駐車
場がないというのは貴重な意見として受け止
めています。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○ 野依の新しい校区市民館は駐車場が整備されている。
新しく造るところは駐車場をセットで考えて
います。

資産経営課

芦原 70代 男性 ○
生活家庭館はもう使ってない。あそこは、高校生が受験勉強で利用してい
た。図書もたくさんあった。校区市民館でそのような利用ができる部屋はな
いのか。そのような利用の仕方もどうかなと思う。

他の校区では、塾をやったらどうかという意
見も出ています。

資産経営課

芦原 70代 男性 ○ ＰＲをすれば口コミでもっと人が集まってくると思う。

他の校区の人にも自由に使ってもらうという
ことですね。コミュニティ施設ということに
とらわれないで、今ある施設をどのように活
用できるかということが重要な問題だとも考
えます。

資産経営課

芦原 70代 男性 ○

今後少子化が進んでいくので、小学校も含めて市民館の空き部屋を児童クラ
ブや保育園の施設、そういうものにもっと利用してもらいたい。それは共働
き対策にもなるので、児童クラブや保育園を近いところで充実させてもらえ
ば、共働きもできるので子どももある程度できるのかなと思う。

今は共働きが多く、子どもを預かる場所があ
れば安心して働けるのではないかと考えま
す。

資産経営課

芦原 70代 男性 ○

ここではニコニコクラブというのをやっている。子育てに悩んでいる人もい
て、利用度が高い。そういう若い人を助ける部分がもう少し必要だと思う。
そういうところを充実させていかないと子どももなかなか増えないのではな
いか。

結果的に人口増加につながる可能性がありま
す。

資産経営課

芦原 60代 男性 ○ アリーナはどのように建設するのか？民間が造って運営してゆくのか？

民間提案募集にて協議対象者となった事業者
と協議をしながら建設に向けた検討を行いま
す。運営についても協議対象者と協議を行い
ながら決定していきます。

「スポーツのまち」づくり
課

芦原 60代 男性 ○
大きな施設は、市だけでは予算的にも無理なので、民間の力を借りて建設、
運営することになる。そういう形を導入していかないとお金がないからでき
ませんではいけないと思う。

資産経営課

芦原 70代 男性 ○
愛大とか学校もいろいろあるが、そういう施設の遊休空間を利用するとかい
うことについてはどうか？

まだそこまでは着手できていません。地方公
共団体同士の横の連携も進んでいません。市
町をまたいで広域的に使えれば良い施設もあ
ると思いますが、いろいろな課題があり、広
域的に利用することに着手できていない状況
ですので、民間施設にもまだ踏み込めていな
いのが実情です。家賃を払って借りた方が良
いという考えもありますがそこまで進んでい
ません。

資産経営課
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1 2 3 その他
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芦原 70代 男性 ○
東三河の広域連合もやっているのだから、ハコモノに関しても融通して広域
利用を進めてほしい。

資産経営課
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