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射水市公共施設等総合管理計画（案）に関するパブリック・コメントの実施結果について 

 

１ 実施期間 

  平成２８年７月２６日（火）～平成２８年８月１５日（月） 

 

２ 閲覧を行った書類 

  射水市公共施設等総合管理計画（案） 

 

３ 書類の閲覧場所等 

 ⑴ 射水市ホームページ 

⑵ 窓口等での閲覧（７か所） 

・各地区行政センター（新湊・小杉・大門・大島・下） 

   ・中央図書館 

・人事課（小杉庁舎） 

 

４ 寄せられたご意見等 

 ⑴ ご意見等の提出者数   ４名 

⑵ ご意見等の件数    ２４件 

 

５ ご意見等の提出方法 

 ⑴ 電子メール       １人（ ５件） 

⑵ 窓口受付        ２人（ ８件） 

⑶ ファックス       １人（１１件） 

  

６ ご意見等の概要・ご意見等に対する考え方 

  別紙のとおり 
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射水市公共施設等総合管理計画（案）に対する意見等の概要及び考え方 

 

№ 対象箇所等 意見等の概要 意見等に対する考え方 
修正の 

有無 

１ 第１章 

はじめに 

１ 公共施設等総合管理

計画策定の経緯 

(２)計画の位置付け 

（Ｐ１） 

射水市総合計画、射水市行財政改革大綱に加

えて射水市都市計画マスタープランとも連

携・調整を図ることも大切である。 

本計画の策定にあたっては、本市の最上位計画で

ある射水市総合計画及び行財政改革大綱での記載内

容との連携・調整の他、都市計画マスタープランや、

水道ビジョン、下水道ビジョンなど、各種計画との

調整を図っております。 

ご意見いただいた箇所は、本計画と総合的に関わ

る射水市総合計画、射水市行財政改革大綱との関係

を明確にするため、他の計画との関係を記載してい

ないことをご理解願います。 

無 

２  

(２)計画の位置付け 

（Ｐ２） 

射水市総合計画、射水市行財政改革大綱等の

制定・改訂年月を明記したほうが良い。 

本市の最上位計画である現在の射水市総合計画及

び射水市行財政改革大綱並びに集中改革プランにつ

きましては、平成２６年度に策定したものです。 

射水市総合計画については１０年ごとに、また射

水市行財政改革大綱については５年ごとに見直しを

して取組を継続していくものであることから、射水

市公共施設等総合管理計画の位置付けを総合的に示

す図としては、これらの制定・改訂年月の記載は必

要ないと考えております。 

無 
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３  

２ 本計画の対象施設 

（Ｐ３） 

 

橋りょうが４９５橋の併記データに道路総

延長と同様に橋りょう総延長を記載すること

が望ましい。 

公共施設等の更新費用の推計には、一般財団法人

地域総合整備財団が作成した公共施設等更新費用試

算ソフトを使用しており、その積算根拠となる数量

を表記しております。 

橋りょうについては、面積に対して構造別に定め

られた更新単価を乗じて更新費用を試算しているた

め、ご指摘のあった個所については「495 橋、総面積

30,029 ㎡」と修正いたします。 

有 

４  

３ 計画期間 

（Ｐ３） 

 

計画期間を４０年としているが、３０年とし

て精度を高めることも必要である。 

計画期間につきましては、３ページ「３ 計画期

間」において記載しているとおり、本市における状

況を踏まえ、公共施設等の更新や大規模改修が集中

する期間を含む４０年間として設定しているもので

あります。 

また、５１ページ「４ フォローアップの基本的

な考え方」に記載したとおり、１０年ごとに中間期

を設け、定期的な更新・改訂作業を行うとともに、

必要があれば即時改訂作業を行うこととしておりま

す。 

無 

５ 第２章 

公共施設等の現況及び将

来の見通し 

１ 公共施設等の現況 

(１)検討対象施設の整理 

（Ｐ４他） 

検討対象施設の概要の表に、「表１」として

表名称を明記すること。 

（連番を付することとしたほうが良い。） 

ご意見の趣旨は承知するものでありますが、本計

画中の表、図及びグラフにつきましては内容をご理

解いただきやすいよう適切な個所に記載しているこ

とから、番号は付さないこととしておりますことを

ご理解願います。 

無 



4 
 

６  

(１)検討対象施設の整理 

（Ｐ６） 

大分類、中分類、小分類の分類（対象施設一

覧）の用途分類の引用元を表末に明記するこ

と。 

公共施設等の更新費用の推計には、一般財団法人

地域総合整備財団が作成した公共施設等更新費用試

算ソフトを使用しております。施設分類においても

考え方を統一するため、本試算ソフトに基づいた分

類で整理しているものです。 

ご意見を踏まえ、表末に、「本分類は、一般財団法

人地域総合整備財団が作成した公共施設等更新費用

試算ソフトに基づき整理しています。」と追記いたし

ます。 

有 

７  

(２)公共施設（建物）の

状況 

（Ｐ７） 

「公共施設（建物）の年度別整備延床面積」

に、「グラフ１」を記載することが大切である。

（連番を付することとしたほうが良い。） 

ご意見の趣旨は承知するものでありますが、本計

画中の表、図及びグラフにつきましては内容をご理

解いただきやすいよう適切な個所に記載しているこ

とから、番号は付さないこととしておりますことを

ご理解願います。 

無 

８  

３ 人口の現況と今後の

見通し 

（Ｐ１４～１７） 

将来の人口は、減少することを前提に将来の

計画を立てること。 

本計画書の第２章に記載してあるとおり、射水市

人口ビジョンに基づく今後の人口の見通しを踏まえ

た上で、計画を策定しております。 

無 

９  

４ 財政の状況と今後の

見通し 

（Ｐ１８～２２） 

長期的に公共施設の管理維持費がこのよう

な予測がなされるという、本管理計画の策定は

必要とするが、近未来の事、射水市中長期財政

計画（～３５年度）と整合性あるものを市民に

示す必要ある。 

本計画における財政見通しについては、射水市中

長期財政計画（平成２７年９月見直し）を基にして

おります。 

しかし、現在保有している公共施設等をこのまま

更新する場合には、多額の費用を要することが明ら

かとなっているところであります。 

今後は、施設類型ごとの施設のあり方の課題整理

を行いつつ更新費用の平準化及び長寿命化等を検討

無 
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するなど、将来にわたって健全な財政基盤を維持し

ていくためにも、本計画に示す総合的かつ計画的な

管理が必要であると考えており、具体的な事業内容

についてはその都度、中長期財政計画に反映してま

いります。 

１０ 第４章 

施設類型ごとの管理に関

する方向性 

利用圏域別分類 

（Ｐ５４） 

利用圏域別分類、あるべき施設数は、②校区

と③狭域にも①広域と同様、具体的数値を併記

したほうが良い。 

ご意見を踏まえ、②校区のあるべき施設数の欄に、

「（参考：現在、市内には６つの中学校がありま

す。）」、③狭域のあるべき施設数の欄に、「（参考：現

在、市内には２７の地域振興会があります。）」と追

記いたします。 

有 

１１  

１ 市民文化系施設 

（２）施設の現状と個別

の基本的な考え方 

（Ｐ５８他） 

集会施設の上の空白部分に「施設名」と記載

したほうが良い。 

また、現在保有面積、削減想定面積の数値に

施設数量を併記したほうが良い。 

ご意見を踏まえ、「施設分類名」と追記いたします。

また、削減想定面積の数値に施設数量を併記する

べきというご意見については、削減想定面積が特定

の施設の統廃合を前提にしたものではなく、施設分

類ごとの将来のあるべき姿に基づいた総量に対する

削減想定面積であることから、施設数は記載しない

こととしております。 

有 

 

無 

１２  

２ 社会教育系施設 

（２）施設の現状と個別

の基本的な考え方 

１）図書館 

②基本的な考え方 

（Ｐ６２） 

図書館の充実を。将来１本館１分館になる

と、存続施設に多くの利用者が訪れることにな

る。中央図書館西側を建て増しして、おしゃべ

りしながら学べるようにする。教育は百年の大

計である。小中高生に１０項目程度の○×式の

設問でもよいから意識調査をしてはどうか。 

６２ページの図書館の将来のあるべき姿に記載し

ているとおり、本来の図書館サービスの充実と合わ

せ、運用形態の工夫によってソフト事業も行いなが

ら幅広い年代から満足される施設を目指しつつ、延

床面積の圧縮を考えていく必要があると考えており

ます。 

具体的な取組を進めていく際には、市民の皆さん

のご意見を伺いながら進めていくことといたしま

す。 

無 
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１３  

１）図書館 

②基本的な考え方 

（Ｐ６２） 

大島地区にも図書館がないと不公平である

ため、大島絵本館に、廃止となった大島図書館

の一部機能を移し、一部無料（図書館部分無料）

としてほしい。 

本市は、合併前市町村ごとにフルセットで整備し

てきた施設を合併後も引き継いできたため、同種目

的施設を多く有しています。 

図書館についても同様でありましたが、これから

は利用圏域を地域ではなく市域全体として捉え、幅

広い年齢層の市民に満足して利用していただける利

用度の高い充実した施設としていく必要があると考

えています。 

絵本館は、現在指定管理者制度を導入し、施設管

理及び絵本文化事業を展開していること、また有料

施設であることから、現在のところ、機能統合は困

難であると考えております。 

無 

１４  

１２ 供給処理施設 

（１）施設の概要 

（Ｐ９１） 

供給処理のミライクル館における管理形態

は市直営ではなく、クリーンピア射水と同様長

期包括運営業務委託である。 

ミライクル館の構成施設は、 

①粗大不燃物処理施設（施設管理：市直営、業務：

民間委託） 

②処理棟（施設管理：市直営、業務：民間委託）

③プラザ棟（長期包括運営業務委託） 

となっており、主たる機能は①であると考えている

ため、現在の記述のとおりといたします。 

無 

１５  

（１）施設の概要 

（Ｐ９１） 

ミライクル館は近年火事で焼失したため、代

表建築年度は昭和 55 年ではなく平成になって

からである。 

ご意見のとおり、ミライクル館のプラザ棟は平成

20 年に火災で焼失し、平成 23 年度に再建したもので

ありますが、上記にお示ししているとおりミライク

ル館は複数施設で構成しており、主たる機能は粗大

不燃物処理施設であると考えていることから、その

建築年度である昭和 55 年度と記載しております。 

無 
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１６  

１５ 普通財産 

（Ｐ９６） 

すぐに売却等をしてもよい物件が２４施設

あるとのことであるが、競争入札等を前提に最

低売却価格を示されるとよいと思う。 

普通財産に関するご意見であると捉え、お答えい

たします。 

９６ページに記載しているとおり、普通財産につ

いては２４施設ありますが、その中において、長期

的に見ても市として利活用する可能性のないものに

ついては譲渡を検討することとしております。 

具体的に売却することとなった場合においては、

ご意見のとおり、財源の確保の観点からも適正な価

格及び入札方法によって進めてまいります。 

無 

１７ 全体に対する意見・その

他意見 

今後は、人口増や税収増が見込めるわけでは

ない。大切なことは、時の指導者がこの先をど

う読むかであると思う。役人のトップを集め、

将来の人口及び財政を見据えて、射水市の体力

に応じた市政を進めることが今一番大切なこ

とではないか。 

本計画書については、現在保有している公共施設

等をこのまま大規模改修、建替え等を繰り返してい

けば、近い将来の財政を逼迫・硬直させ、医療や介

護、子育て支援等の本来の市民サービスを維持でき

なくなることが明らかである点を踏まえ、公共施設

等の総合的かつ計画的な管理をしていくための基本

的な考え方を整理したものです。 

ご意見については、本市の規模に見合った公共施

設等を適正に管理・活用していくため、５０ページ

の「３（１）推進体制の構築」に記載しているとお

り、全庁横断的な組織体制を確立して取組を進める

こととしております。 

無 

１８ 全体に対する意見・その

他意見 

市民にとって、１００ページ以上の書類を読

み理解し、パブリック・コメントに意見を寄せ

ることは、なかなか難しい。 

市長は、地方自治における市民の代表である

議員に十分説明し（出前講座に議員の参加は、

見られなかった）、議会はそれを受け数回の審

本計画の策定に当たり、本年の市議会６月定例会

において、公共施設白書及び本計画の骨子（案）の

報告・説明をしております。 

また、市民の皆さんに現状及び市の取組方針につ

いての理解を深めていただくため、これまでも広報

いみずにおいて、「みんなで考えようこれからの公共

無 
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議会検討会を開催し、射水市公共施設等総合管

理計画（案）に意見書を提出していくべきであ

る。 

具体的実行に当たっては、例えば、現在進行

中の新湊庁舎跡地利活用事業について、プロポ

ーザルで選定された事業者の案が絶対ではな

い。委員が射水市の歴史民意を十分把握してい

るとは限らない。市民、議会がそれを受けて、

射水市にとって何が最善であるか審議し、計画

を実行していくべきと考える。 

施設について」と題して毎号連載記事を掲載してき

ているほか、６月定例会終了後からは、全２７地域

振興会で順次、市長の出前講座を開催してご説明し

てきているところであります。 

引き続き、課題解決に向け、市議会はもとより市

民の皆さんとも情報を共有しながら取り組んでまい

ります。 

１９ 全体に対する意見・その

他意見 

人口の長期的大幅な減少と、それにふさわし

い公共施設を長期的に念頭に置いておくこと

は重要である。しかし、人口の減少は、年齢別、

そして地域別の詳細な資料を基礎に考えてい

くべきであろう。 

これまでの、新湊西部中学校、奈古中学校の

統合、２７コミュニテイセンターの新築、消防

団屯所の新築等に、その見通しを検討したの

か、安易に地域要望に流されたとの疑問をも

つ。 

本計画は、今後策定する個別の施設管理計画に先

立ち、本市の公共施設等の管理に関する総合的かつ

計画的な基本的な方向性を示すものです。 

地域ごとの施設のあり方や個々の施設のあり方に

ついては、個別の施設管理計画において検討してま

いります。 

また、個別の施設の検討に当たっては、これから

も本市の現状や将来のまちづくりを勘案し、計画的

に進めてまいります。 

無 

２０ 全体に対する意見・その

他意見 

１億総活躍社会の実現とは、どういう社会を

目指すのか。 

３階層別人口を見ると、老年人口（６５歳以

上）は、割合は増えても絶対数は増えていない

のである。 

１０年後２０年後も健康老齢者の人口、逆に

言えば要介護老齢者人口がこのままの社会に

本計画は、公共施設等の総合的かつ計画的な管理

の方向性等を示すものであることをご理解願いま

す。 

健康寿命の延伸や介護予防に向けた取組は、これ

までも実施してきているところでありますが、引き

続き高齢社会対策を推進してまいります。 

なお、人口ビジョンについては、国勢調査人口を

無 
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するのか。方法はないのか。出生率と同じくら

いに健康老齢者割合を増やす政策が、少子化対

策同様に必要である。 

生産年齢人口の考えを改め、今の６５歳以上

を老齢者と一括に考えず、元気で生産に寄与で

きる６５歳以上人口を増やす政策が必要。 

基礎データとしており、過去の推移及び今後の予測

を的確に把握するため、国勢調査の年齢３区分（年

少人口、生産年齢人口、老年人口）を用いているこ

とをご理解願います。 

２１ 全体に対する意見・その

他意見 

市長の出前講座を聞いた人から、「出生率が、

明日から驚異的に改善されたとしても、若者が

街にあふれるのは１５年２０年後であり、現実

の少子高齢化社会を受け入れてどのような社

会をつくろうとするのか感じられなかった。」

という声や、市の先行きを心配する声が聞かれ

た。 

元気な老齢者が、サロン、パークゴルフだけ

でなく、年齢相応の力を発揮できる、居場所の

ある社会を目指してほしい。１億総活躍社会と

は、そのような社会でないか。明るい未来を感

じさせるものであってほしい。 

今回の市長の出前講座は、「射水市の地方創生」と

題して①射水市まち・ひと・しごと創生総合戦略と

②公共施設等の今後の総合的管理についてご説明し

ております。 

この出前講座は、現在直面している少子・高齢化

を含む人口減少社会や公共施設等の更新費用が及ぼ

す財政への影響等の課題克服に向け、市がどのよう

に取り組んでいるのか、またどのように取り組もう

としているのかをご説明し、また意見交換を行い、

「みえる、わかる、わかり合える」行政運営を推進

していくために実施しているものです。 

本計画の策定につきましても、本市が持つ特徴を

最大限生かし、将来においても「住んでみたい」、「住

み続けたい」と感じられる『選ばれるまち快適居住

都市いみず』を目指していくため、また活気に満ち

て魅力あるまちであり続けるための取組のひとつで

あることをご理解願います。 

無 

２２ 全体に対する意見・その

他意見 

小杉地区に１，０００台収容規模の駐車場を

造り、地域活性化につながる多目的使用の地と

する。 

ご意見としてお伺いさせていただきます。 無 
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２３ 全体に対する意見・その

他意見 

小杉庁舎跡地は、法律に従って進めた後は、

私立学校の誘致が一番良いと思う。子供は国の

宝であり、レベルの高い学校が来ることによっ

て、追いつけ追い越せと全体のレベルアップに

もつながることから賛成である。 

ご意見としてお伺いさせていただきます。 無 

２４ 全体に対する意見・その

他意見 

夏野市長は１００人の精鋭を育てると公言

して市長になられた。今、市職員は広報いみず

や毎日の新聞を読んでおられるか。 

また、どんな職場においてもツールボックス

ミーティングといった始業前に昨日の出来事

やその日の伝達事項等の言葉を交わすことな

どをやっておられるか。間もなく新庁舎が完成

し地区センターも開設されるが、大切なことだ

と思う。 

ご意見としてお伺いさせていただきます。 無 

 


