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「稲沢市公共施設等総合管理計画(案)」に対するパブリックコメントの実施結果 

 

１ 募集期間    平成29年２月７日（火）から平成29年３月６日（月）まで 

２ 意見提出者数  ６人 

３ 意見件数    ３９件 

４ 提出されたご意見の要旨と市の考え方 

（ご意見は、文意等を損なわないように要約・補足等をさせていただいております。) 

○第 1章 計画の背景と目的等 

№ 項目 市民から寄せられた意見 市の考え方 

１ 計画の目的 

（２ページ） 

 

どのようなまちをめざすのか、理 

念･ビジョンを明確にするべきだ。 

「今後とも市民や利用者の方々に

安全で安心な施設サービスを提供

するとともに、将来の需要に対応し

た施設機能を維持しつつ、持続可能

な財政運営に資することを目的」に

計画を策定するとしている。理念･

ビジョンを提示しないと、結局「持

続可能な財政運営」が主目的にな

り、公共施設等の削減を競うことに

なる。 

地方自治体は「住民の福祉の増進 

を図る」（地方自治法）ことにある。

そのために公共施設等がどのよう

な役割を果たしていくかを明確に

するべきだ。 

本計画は総合計画の下位に位置 

づけている。第 5次総合計画は「自

然の恵みと心の豊かさ 人が輝く 

文化創造都市」をめざすとしてい

る。まちづくりのコンセプトに公共

施設等がどのように貢献するのか

を明らかにするべきだ。（第 6次総

合計画（案）にある「市民が、将来

もずっと暮らし続けるまち」「名古

屋で働く人が、暮らしの場として憧

れるまち」は、まちづくりのコンセ

【NO.１～３一括回答】 

公共施設等総合管理計画は、今

後とも市民や利用者の方々に安

全で安心な施設サービスを提供

するとともに、将来の公共施設等

の需要に対応した施設機能を維

持しつつ、総合計画に掲げる持続

可能な財政運営に資するための

計画です。策定にあたりまして

は、基本的に国の指針におい

て記載すべき事項として示

されました内容について記

載しており、現有の公共施

設、インフラの状況を把握

し、長期的な視野を持って更

新等を計画的に行うための

方向性を示しています。これ

まで検討してまいりました

「公共施設再編に関する考

え方」は、計画の位置付け（３

ページ）において、「本計画

は、これまでの取組みを踏ま

え、・・・」として踏襲して

います。 
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プトに全くなっていない。地方自治

の放棄だ） 

「公共施設のあり方検討委員会」 

の報告書は、「総量の圧縮を図るが

サービス水準は落とさない、むしろ

強化していく方向で検討する」「子

育て支援や教育が十分に受けられ、

安心･安全で健やかに暮らせる環境

を将来にわたって整えていく」（「同

報告書」P3）としている。同報告書

の内容からも大きく後退している

のではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の目的 

（２ページ） 

公共施設等総合管理計画には、そ 

の基本となる、どのようなまちづく

りをしていくのか、ビジョンがみえ

ない。しっかりとした理念のもとに

計画を立ててほしいと思います。人

口の減少により財政が厳しくなる

ということばかり強調され、それに

伴って、管理計画もすべてが統合・

廃止の方向ばかりでとても夢が持

てない。稲沢市に住みたくなる人が

増えるためにも、前向きな計画をお

願いします。 

３ 計画の目的 

（２ページ） 

人口減少、財政難が強く示され、 

安心して暮らせる稲沢が見えない。 

 

○第 2章 人口の見通し及び財政の状況 

 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口の見通し 

（４ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060年の予想人口 85,100人とし 

ているが、2016年 3月の「稲沢市

人口ビジョン」の将来人口展望

（P49）には、出生率改善で 10万人、

リニア上積みで 12万人を展望して

いる。これは絵にかいたもちなの

か。一体人口見通しはどちらが稲沢

市の計画なのか疑問。本来ならこの

計画に向かって子育て支援や住み

たくなる環境づくり＝まちづくり

を進めていくことが求められてい

るのではないか。また、公共交通機

【NO.４～６一括回答】 

2016年３月に策定しました「稲

沢市人口ビジョン」では、出生率

の改善により約 10 万人、さらに

社会移動率を上乗せすることで

約 12 万人の人口を展望するもの

としています。まずは、本市の人

口減少に歯止めをかけるため、

「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」で具体的な施策等を示しなが

ら取組みを進めているところで

す。 
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関（コミュバス）を便利で利用しや

すいシステムにしたうえで、保育

園、学校、公共施設があれば、駅周

辺にのみ人口が集約するのを防げ

るし、もっと人口を増やせると思

う。暮らしやすいまちづくりは、人

口を減らさないし増やすと思うが

いかがか。 

公共施設等総合管理計画は、よ

り厳しい推計のもとに、市民との

共通認識を図りながら、公共施設

等の適正な管理を進めていくこ

とが必要であると考えて策定し

ていますので、人口見通しにつき

ましても、そのような視点でお示

ししています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 人口の見通し 

（４ページ） 

人口の見通しについて「現状のま 

ま推移すると…約8万5千人まで減

少する」としているが、「稲沢市人

口ビジョン」「稲沢市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を全く反映し

ていない。なぜか。 

「人口ビジョン」では①出生率の

上乗せ、②リニアインパクトで人口

12 万人をめざすとしている（第 6

次総合計画（案）には「人口ビジョ

ン」が反映されている）。「人口ビジ

ョン」「総合戦略」を実現できない

ことを認めたということか。それと

も将来人口が大きく減ることを強

調し、市民を脅し、公共施設等の統

廃合を仕方がないものとして受け

入れを強制するものではないか。 

将来人口を 8万 5千人とするか、12

万人とするかで、第 5章での「施設

の利用状況やニーズ」が全く異なっ

てくる。総合計画に合わせた「人口

の見通し」にするべきだ。そうでな

ければ、Ｐ３でいう「４．計画の位

置づけ」に矛盾する。 

 ６ 人口の見通し 

（４ページ） 

人口見通しで 2060年には 

85,000 人まで減少するとの推計で

すが、150000 人だったのではない

か。 
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 ７ 公共施設及びインフ

ラ資産（道路、橋り

ょう）に対する投資

状況（普通会計） 

（７ページ）  

2011（平成 23）年度から 2015（平 

成 27）年度の過去 5年間における

公共施設及びインフラ資産（道路、

橋りょう）に係る投資的経費は、約

190.6億円とあるが、図 6は約 311

億円となっている。 

 公共施設及びインフラ資産（道

路、橋りょう）に係る投資的経費

は、既存の施設を同じ場所で更新

するために必要となる費用に特

化しており、全体の投資的経費か

ら用地取得費とその他に係るも

のを除いたものとなっています。 

 ８ 公共施設及びインフ

ラ資産（道路、橋り

ょう）に対する投資

状況（普通会計） 

（７ページ） 

投資的経費（過去 5年間の平均 

額）を 38.1億円（年間）としてい

る。なぜ投資的経費のなかの用地取

得費やその他を除くのか。すべてを

含む 62億円（年間）が投資的経費

に充てることができる費用（体力）

だ。たとえば体育館を建てるとき

は、はじめは用地の取得が必要にな

るが、更新時には用地を取得する必

要がなく、除外するのは当然のよう

に見える。しかしここで問題になっ

ているのは、投資的経費に充てるこ

とができる財政（体力）がどれだけ

あるかということだ。それを無視し

た前提は間違っている。 

 投資的経費すべてを現在保有

する公共施設等に係る更新に投

入できるものではありませんの

で、公共施設及びインフラ資産

（道路、橋りょう）に係る投資的

経費は、既存の施設を同じ場所で

更新するために必要となる費用

に特化しており、全体の投資的経

費から用地取得費とその他に係

るものを除いたものとなってい

ます。 

  

 ９ （４）今後の財政の

見通し（普通会計）

（７ページ）  

「地方交付税について…約 14.3 

億円が減額される」とある。第 6

次総合計画（案）では「約 17億円

の減収」とあり、整合性がない。 

地方交付税の減額については合 

併算定替えがすべてなくなり、一本

算定に移行することを前提にして

いる。平成の大合併当時は、地方交

付税は合併算定替えから一本算定

にするとしていたが、今日は状況が

変わってきている。総務省は合併算

定替えによる地方交付税を平成 26

年度以降 5年程度の期間で見直し、

①支所に要する経費の算定、②人口

密度による需要の割増し、③標準団

体の面積の見直し、単位費用に反映

するとしている。こうした見直しの

動向を無視し、「地方交付税が大幅

平成 28 年度算定ベースで約

14.3億円となる縮減額には、これ

までの地方交付税の算定方法の

見直しを反映しており、地方交付

税算定の見直しがされましても、

合併算定替が段階的に縮減され

ることは、市の財政にとって大き

な打撃になることに変わりはな

いと考えています。 
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に減り、財政が大変だから公共施設

等の統廃合もやむを得ない」と、市

民を脅すやり方は改めるべきだ。 

またここには国の施策に追随し、 

「地方自治の本旨」に基づく姿勢が

全くないのではないか。 

10 （４）今後の財政の

見通し（普通会計）

（７ページ） 

将来の財政試算をする場合、経済 

成長をどう設定するかも重要にな

る。平成の合併時には、経済成長等

を無視した財政見通しで、市民を脅

し、合併を強行した。こうしたこと

を真摯に反省するべきだ。 

 公共施設等総合管理計画は、よ

り厳しい推計のもとに、市民との

共通認識を図りながら、公共施設

等の適正な管理を進めていくこ

とが必要であると考えて策定し

ていますので、今後の財政の見通

しにつきましては、現時点での本

市を取り巻く状況を踏まえたも

のとしています。 

 

○第 3章 公共施設等の現状、将来の見通し及び課題認識 

 11 ⑤他都市との人口一

人当たりの延床面積

の比較 

（15ページ） 

平成の大合併をしていない市と 

比較して決して多くないと思う。県

平均：3.53㎡、全国の人口同規模

自治体平均：3.45㎡ 

 これ以上廃止しないでほしい。 

【NO11・12一括回答】 

 2014（平成 26）年度公共施設状

況調経年比較表によると、本市の

人口一人当たりの延床面積は

2.97㎡であり、愛知県内の人口同

規模自治体の平均（3.10㎡）より

も少ない状況です。しかしなが

ら、近隣の自治体との比較では、

愛西市を除き多い状況です。人口

一人当たりの延床面積は、自治体

の財政状況や地理的環境、施設数

等にもよりますので、人口一人当

たりの延床面積だけで、本市の公

共施設が多くないかどうか判断

できるものではないと考えます。 

 12 ⑤他都市との人口一

人当たりの延床面積

の比較 

（15ページ） 

稲沢市：2.97㎡、愛知県平均： 

3.53㎡、全国の人口同規模自治体 

平均：3.45㎡と比べれば少なく稲 

沢市の公共施設が多いとは言えな 

い。比較する対象をあえて少なくな 

いと言えるよう誘導していないか。 

 13 （１）公共施設に係

る将来の更新費用の

推計 

（19ページ）  

現在保有する全ての現状で計算 

するとしていることなど費用を大

きく見積もる計算になっているの

ではないか。祖父江の支所や平和支

所はなくすと言っているのに入れ

てあるのではないか。 

 また、試算価格が、現在の水準に

【NO13～15一括回答】 

 公共施設等総合管理計画は、

現有の公共施設、インフラの

状況を把握し、長期的な視野

を持って更新等を計画的に

行うための方向性を示すも

のです。そのため、一定の条
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比べて高いように思う。 件で現有の公共施設、インフ

ラの状況を把握するにあた

り、国の示した一つの基準を用い

て、現在保有する施設を同じ延床

面積で更新すると仮定した試算

を行っています。 

 

 14 ４ 試算結果 

（24ページ） 

「現在の施設規模を維持した場 

合の更新費用は、2967.8億円」と

あるが、Ｐ４で人口が大幅に減ると

いう見通しと全く反する試算だ。 

 15 ４ 試算結果 

（24ページ） 

「旧支所については、安全性確保 

の観点から除去します」（Ｐ30）、「平

和町学校給食センター」（Ｐ35）等、

すでに廃止を決めている施設につ

いても、「試算結果」に含めている

のではないか。「検討」中のものは

別にしても、廃止が決まっているも

のを「試算結果」に含めるべきでな

い。過大な見積もりで市民を脅す手

法だ。 

 16 ４ 試算結果 

（24ページ） 

学校の建て替えについての計算 

ですが少子化に見合う規模のコン

パクトな学校を想定しているので

しようか？今の半分以下の大きさ

でもいいと思うのでもっと少ない

金額で済むと思います。またエアコ

ンや机などリサイクルできるもの

は再利用して節約するといいと思

います。 

更新費用の推計につきまして

は、現時点で、今後の更新の際に

必要となる規模を見通すことは

不可能であることから、国の示し

た一つの基準を用いて、学校も含

め現在保有する施設を同じ延床

面積で更新すると仮定して試算

しています。 

実際の施設の更新にあたりま

しては、利用状況等を踏まえ適正

な規模となるよう検討してまい

ります。 

 17 （４）民間事業者と

の連携強化 

（27ページ） 

財政は、国内では厳しい状況でも 

ないし、他地域から引っ越してきた

私には、民間の保育園や民間の老人

施設が多いのにはびっくりします。

少子化が進行しても乳児保育（働き

たい人）の希望が多いです。民営化

されると基準が守られなく、体制が

きちんとやられないことが多いこ

とから、これは大事なことになると

思います。やはり未来の子ども達を

育てていく、稲沢市としてもっと真

剣に考えてほしいと思います。例）

園庭もなく一人の保育士が何人も

【NO17・18一括回答】 

 財政状況が厳しくなることが

予想される中で、今後とも市民や

利用者の方々に安全で安心な施

設サービスを提供するとともに、

将来の公共施設等の需要に対応

した施設機能を維持するために

は、すべてを行政が担うのではな

く、行政が果たすべき役割を明確

にした上で、民間事業者との連携

を深め、民間活力の導入を進めて

いくことが必要であると考えて

います。 
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手をつなぎ散歩している姿を見て

いた名古屋市の保育士もびっくり

でした。 

 18 （４）民間事業者と

の連携強化 

（27ページ） 

民間が参入するのは利益がある 

場合です。公共の福祉に民間活力は

そぐわない。 

 

○第 4章 公共施設等の総合的・計画的な管理に関する基本的な方針 

19 ３.公共施設等の管

理に関する基本的な

考え方 

（28ページ） 

「適正化」という用語を用いてい 

るが、「適正」の基準はあるのか。

首長の判断で「適正」の内容が決ま

るのであれば、「適正」を用いるべ

きではない。 

 公共施設等の管理に関する基

本的な考え方で示しております

「適正化」は、今後とも市民や利

用者の方々に安全で安心な施設

サービスを提供するとともに、将

来の公共施設等の需要に対応し

た施設機能を維持しつつ、総合計

画に掲げる持続可能な財政運営

に資することを基準として、「維

持管理の適正化」、「施設総量の適

正化」、「施設運営の適正化」に取

組むというものです。 

20 （２）具体的な取組

方針 

⑦総合的かつ計画的

な管理を実現するた

めの体制の構築方針 

（29ページ） 

 

「ワークショップの開催や意見 

募集」とあるが、市からの広報はイ

ンターネットを駆使できる市民が

対象となっていないか。高齢者はネ

ット難民が多く情報を受け取れず

意見も聞いてもらえない状況にあ

ることを知るべきではないか。もっ

と丁寧に市民ニーズを集めてほし

い。 

 ワークショップの開催、パブリ

ックコメントを行う際は、現在も

市広報などで案内を掲示し、多く

の方に参加いただくよう努めて

います。 

ご意見を踏まえ、できるだけ多

くの方と公共施設等の現状や課

題等の情報を共有して合意形成

を図ることができるような仕組

みの構築に努めてまいります。 

 

○第 5章 施設類型ごとの管理に関する基本方針 

 21 「基本方針 統合、

廃止（施設総量の適

正化）」（30ページ以

降） 

「適正化」という用語を用いてい 

るが、「適正」の基準はあるのか。

首長の判断で「適正」の内容が決ま

るのであれば、「適正」を用いるべ

きではない。 

 「基本方針 統合、廃止（施設

総量の適正化）」は、人口減少や

市民ニーズの変化といった時代

の変化に合わせた施設のあり方

を検討する中で、既存施設を有効

活用するなど施設の機能を維持

しながら、施設総量の縮減に向け

て、施設の統合・廃止による集約
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化や複合化も視野に検討するも

のです。施設の再編にあたり

ましては、公共施設等の現状と

課題について、市民と行政とで共

通認識を持つことが必要であり、

その上で、将来を見据え、行政が

提供するべき公共施設等の役

割・機能は何かについて幅広く議

論し、合意形成を図りながら、一

つ一つ進めてまいります。 

22 （１）行政系施設  

（30ページ） 

 

公共施設、市民センター、公民館 

の老朽施設は、バリアフリー仕様に

変え車いすでも自力で出かけられ

る施設にしてほしい。 

 市民や利用者の方々に安全で

安心な施設サービスを提供する

観点から、施設更新時の検討事項

とさせていただきます。 

 23 （２）保健・福祉施

設 

（31、32ページ） 

   

ひまわり園を児童福祉施設とし 

て位置づけ、複合的な役割を果たせ

るようにしてほしい。また、各地域

の保育園の障害を疑われている子

どもたちも含め一緒に育てること

が必要です。 

 個別の施設のあり方は、利用状

況等を踏まえ検討してまいりま

す。 

 24 （３）子育て支援施

設 

（33、34ページ） 

 

「保育園については…保育ニー 

ズを勘案しながら、統廃合を検討」

（P34）とあるが、「保育ニーズ」の

中にまちづくりの考えが入ってい

ないのではないか。身近なところに

保育園があってこそ、子育てしやす

いまちになり、そうしたまちでこそ

少子化に歯止めをかけることがで

きる。まちづくりの観点で保育園を

位置づけることが重要だ。子どもが

減るから、保育園を統廃合するで

は、さらに子どもが減る悪循環を繰

り返すことになる。 

【NO.24・25一括回答】 

市を取り巻く社会環境が大き

く変化しています。地方交付税の

合併算定替による特例措置が、平

成 28 年度から段階的に削減され

ているほか、高齢化の影響による

社会保障費の増加、老朽化するイ

ンフラや公共施設の更新などに

より財政状況は一段と厳しさを

増していくことが予想されます。 

 そうした困難な状況であって

も、行政には今後とも市民や利用

者の方々に安全で安心な施設サ

ービスを提供する責務がありま

す。進めるべきものはきちんと進

めていく必要がありますが、限ら

れた行政資源を有効に活用する

ためには、保育ニーズに応じて施

設のあり方を検討していく必要

もありますので何卒ご理解いた 

 25 （３）子育て支援施

設 

（33、34ページ） 

 

公立保育園を増やすべきです。民 

間に任せるのは、行政の責任放棄で

す。子どもは未来の宝です。手厚く

育てることが未来につながります。

税金を投入するのは当たり前です。

国のいいなりはそろそろやめてく

ださい。 



9 

 

だきますようお願いいたします。 

 26 （３）子育て支援施

設 

（33、34ページ） 

 

児童館が 18歳まで利用できる施 

設になっていないことで、中学・高

校生がゲームセンターやコンビニ

などでたむろせざるを得ない。健全

な施設を提供してほしい。児童福祉

法にのっとり施設を建て替えてほ

しい。 

施設機能の見直しにあた

りましては、市民ニーズや現

有施設の状況を踏まえて検

討してまいります。 

 27 （３）子育て支援施

設 

（33、34ページ） 

 

「認定こども園」は自治体の保育 

実施義務を放棄することになる（児

童福祉法）。保育園児と幼稚園児で

は生活スタイルが全く異なり、同時

に保育（教育）することは無理だ。

また保護者の生活スタイルも異な

ることから、園の運営も難しくな

る。こうしたことから全国的に「認

定こども園」が普及していない。こ

うした実態を直視することだ。 

【NO.27・28一括回答】 

次代の社会を担う子どもの健

全な育成を図るためには、園とし

てどのような形態がよいのか、

様々な視点で検討する中で、地域

における子育てしやすい環境の

整備に努めてまいります。 

28 （３）子育て支援施

設 

（33、34ページ） 

 

「民営化も選択肢の一つ」として 

検討するというが、民営化の最大の

狙いは保育士の人件費の圧縮・削減

にある。現在でも保育士の給与は全

産業の平均給与より 10万円低いと

いわれており、民営化でさらに給与

が引き下げられると、保育士のなり

手がなくなり、子育てが行き詰まる

ことになる。「民営化」を撤回する

べきだ。 

29 （４）学校教育施設 

（35、36ページ） 

 

 

文部科学省のいう 18学級に考え 

ていくべきです。稲沢市独自に 24

学級にしたり、通学区域を勝手に変

更したり行政の矛盾を子どもたち

に背負わせないでください。少人数

学級が実現している小中学校を持

続させることで、地域が生き残れま

す。競争原理で日本の子どもが疲弊

していることは、世界の常識です。

少人数で日本中に誇れる教育がで

きれば移住してくる人が出てきま

す。逆転の発想が必要です。 

【NO.29～34一括回答】 

教育委員会でとりまとめまし

た「稲沢市の義務教育と学校のあ

るべき姿」（以下「あるべき姿」

という。）では、今後、老朽化し

た校舎を有する学校の建て替え

を検討するときには、「あるべき

姿」を指針として、学校再編、校

区再編の必要性、可能性を踏まえ

議論していくことが望まれる、と

しています。 

 また、平成 28 年５月時点の推
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 30 （４）学校教育施設 

（35、36ページ） 

 

「学校規模の標準規模化を図る 

ため、学校再編、校区再編も視野に

入れて検討」とあるが、「学校規模

の標準規模化」と教育環境の整備の

因果関係は不明だ。文科省は学校規

模の適正化を検討したことがある

が、結論を出すことができなかっ

た。小規模校には小規模校の良さが

ある。小規模校の良さを無視して

「標準規模化」をめざすことは全く

問題だ。それとも学術的に「標準規

模校」が「適正規模」だという根拠

があるのか。 

計で児童数が学校全体で100人を

下回る学校や、一学年で 10 人を

下回る学校など、規模が小さくな

りすぎて適正な学校運営が困難

になる恐れがある学校が、近い将

来複数出てくると想定されます。 

その場合には、活力ある学校教

育を推進していくために、老朽化

している校舎等の建て替えに合

わせて、学校再編、統合について

も検討してまいりたいと考えて

います。 

統合を検討するにあたっては、

「あるべき姿」にありますとお

り、児童生徒、保護者、地域住民

等の声を尊重し十分な理解を得

られるよう、文部科学省が平成 27

年１月に公表した「公立小学校・

中学校の適正規模・適正配置等に

関する手引」に示されているよう

な「魅力ある学校づくり」の視点

を踏まえた議論を進めてまいり

たいと考えています。 

過大規模校になることが想定さ

れる下津小学校の問題に対して

は、平成 29 年２月にいただいた

通学区域審議会からの答申を踏

まえ、今後の対応を協議し、通学

区域の再編で対応してまいりた

いと考えています。 

 31 （４）学校教育施設 

（35、36ページ） 

 

とりわけ小学校はまちづくりの 

中心、コミュニティの核になってい

る。その小学校を統廃合して、その

地域からなくしてしまっては、まち

づくりが壊れてしまう。いまある学

校を維持してその地域の発展をめ

ざすべきだ。学校がなくなって、そ

の地域が発展した事例を聞いたこ

とがない。学校を統廃合して地域が

発展した事例はあるのか。 

 32 （４）学校教育施設 

（35、36ページ） 

 

「校区再編」についても、下津小 

学校区の一部を稲沢東小学校区へ

編入する再編を行おうとしている。

下津小学校区と下津地域のまちづ

くりは一体であり、再編はまちづく

りを壊す。下津小学校が過大規模校

になるというのであれば、下津地域

に新たな学校を整備するべきだ。 

 33 （４）学校教育施設 

（35、36ページ） 

 

小学校の統廃合については市役 

所と教育委員会の方々が勝手に徒

歩通学の距離を 4 ㎞と決めたみた

いですけど毎日 1 時間以上も歩か

ないといけません。これでは通学て

疲れてしまい肝心な授業に差し支

えます。また隠れて車で送り迎えす

る親も多くなると思います。近距離

の子どもと遠距離の子ども、送って
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もらえる子どもともらえない子ど

もと差が出来て平等に教育を受け

る権利を保障した憲法に反すると

思います。考え直した方がいいと思

います。 

 34 （４）学校教育施設 

（35、36ページ） 

 

 

祖父江、平和の小学校は統合しな 

いでください。人数に見合った面積

に縮小し、大規模改修、建替えして

ください。 

 35 （５）市民文化系施

設 

（37、38ページ） 

 

老朽化していることで統廃合と 

いうが、今使用している人たちはど

こへ行ったらいいのか。年金暮らし

や貯蓄のない高齢者の行き場がま

すますなくなり、家にこもるようで

は、要介護者をつくることになる。

団塊の世代が社会活動できるとき

こそ、このような施設が必要になり

ます。 

【NO.35・36一括回答】 

市を取り巻く社会環境が大き

く変化しています。地方交付税の

合併算定替による特例措置が、平

成 28 年度から段階的に削減され

ているほか、高齢化の影響による

社会保障費の増加、老朽化するイ

ンフラや公共施設の更新などに

より財政状況は一段と厳しさを

増していくことが予想されます。 

そうした困難な状況であって

も、行政には今後とも市民や利用

者の方々に安全で安心な施設サ

ービスを提供する責務がありま

す。進めるべきものはきちんと進

めていく必要がありますが、限ら

れた行政資源を有効に活用する

ためには、利用状況等に応じて施

設のあり方を検討していく必要

もありますので何卒ご理解いた

だきますようお願いいたします。 

 36 （７）社会教育系施

設、（８）スポーツ系

施設 

（39、40ページ） 

  

「施設の利用状況やニーズ」だけ 

でなく、施設そのものが有している

社会的価値、とりわけ子どもの居場

所としての施設の価値を十分検討す

る必要がある。 

 37 （９）公営住宅 

（41ページ） 

  

老人になっても安心して住むこ

とのできる公営住宅をつくってほ

しい。 

公共施設等総合管理計画は、現

有の公共施設、インフラの状

況を把握し、長期的な視野を

持って更新等を計画的に行

うための方向性を示すもの

です。新たな施設の建設にあ

たりましては、現有施設の状
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況を踏まえる中で検討して

まいります。 

 38 （12）その他 

（44ページ）  

 

東西自由通路について階段を含

め老朽化が進んでいることと、バリ

アフリー仕様になっていないため、

車いすの利用が雨の日など困難。東

口の利用者が爆発的に増加してい

る現在、抜本的に見直し、屋根を含

め自転車が楽に入る大型エレベー

ター、エスカレーターを設置し、自

転車置き場の整備もしてほしい。今

のエレベーターでは救急車の担架

も入らない。人口を増やしたいのな

ら整備をするべきです。稲沢市の玄

関なのですから。 

現在の東西自由通路において、

バリアフリー化は一定の仕様は

実現できていますが、老朽化対策

は不可欠な課題と捉えています。 

より良い施設とするための設

備の拡充には、当該施設が鉄道横

断施設であることから、多額の費

用が必要となってまいります。 

財政状況が厳しくなることが

予想されますが、引き続き市民や

利用者の方々に安全で安心な施

設サービスの提供に努めてまい

ります。 

 

○第 6章 フォローアップの実施方針 

 39 （２）今後の取組み 

（51ページ） 

計画期間中の主な取組みとして、 

「施設総量の適正化、『受益者負担

の原則』に基づいた使用料･手数料

の適正化等」に言及している。適正

化＝統廃合や手数料･使用料の適正

化＝負担増⇒施設利用の減少⇒ま

ちづくりこわし という悪循環に

陥るのではないか。 

はじめに指摘したように、まちづ 

くりの理念･ビジョンを明確にし、

その実現のためにそれぞれの施設

等の果たす役割を検討するべきだ。

財政が先にありきの計画は間違っ

ている（平成の大合併で証明済み

だ）。より根本的にはなぜ東京一極

集中が起こっているのか分析する

必要がある（地方経済の活性化を図

ること）。「アベノミクス」は東京一

極集中を加速し、矛盾を拡大する。 

 公共施設等総合管理計画は、今

後とも市民や利用者の方々に安

全で安心な施設サービスを提供

するとともに、将来の公共施設等

の需要に対応した施設機能を維

持しつつ、総合計画に掲げる持続

可能な財政運営に資するための

計画です。 

地方交付税の合併算定替によ

る特例措置が、平成 28 年度から

段階的に削減されているほか、高

齢化の影響による社会保障費の

増加、老朽化するインフラや公共

施設の更新などにより財政状況

は一段と厳しさを増していくこ

とが予想されます。 

そうした困難な状況であって

も、行政には今後とも市民や利用

者の方々に安全で安心な施設サ

ービスを提供する責務がありま

す。進めるべきものはきちんと進

めていく必要がありますが、限ら

れた行政資源を有効に活用する
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ためには、利用状況等に応じて施

設のあり方を検討していく必要

もあります。 

施設の再編にあたりまし

ては、公共施設等の現状と課題

について、市民と行政とで共通認

識を持つことが必要であり、その

上で、将来を見据え、行政が提供

するべき公共施設等の役割・機能

は何かについて幅広く議論し、合

意形成を図りながら、一つ一つ進

めてまいりたいと考えています。 


