
施設
番号

用途 施設名称 関係団体 実施日 施設の現状についての意見 その他

1 大市場町公会堂 5月9日

・現状としては週に１回利用がある程度。大
きな集会や子ども会、農事組合や神社の行
事のほか、近隣企業の会議等での利用も
ある。
・若い人だと場所がわからない人もいる。
・維持管理費については区費でも賄ってい
る。
・将来の修繕のために区費から積立を行っ
ている。

-

2 曽野町公会堂 4月24日

・社会福祉協議会が大山寺、大市場、曽野
のそれぞれの集会施設を２か月に１回使っ
ている。
・駐車場がない。
・曽野町には集会施設がここしかないので
利用は多い。

-

3 東新町公会堂 4月22日 ・利用料が安いので稼働率はよい。 -

4 北島町多目的センター 5月10日

・北島町公会堂とは使用する人数によって
使い分けている。人数が多いときは北島町
公会堂を使用している。
・維持管理費は区費からも出している。
・他の区の人が使うことはほとんどない。
・主に太鼓の練習、子ども会、区の総会で
使用している。

-

5 川井町文化会館 5月16日
・川井町文化会館は施設が小さいので、川
井町公会堂のほうをよく使う。
・川井町公会堂は区以外の利用もある。

-

6 八剱会館 4月19日

・施設の規模としては適度だと思う（ただし
使う団体による）。
・ここでできない規模のものは生涯学習セン
ターで実施することとなるが、生涯学習セン
ターまで距離がある。。
・区の会合はすべてここで行っており、定期
的に利用している団体もある。
・駐車場がない。

-

7 東町会館 4月27日

・施設の規模としては大きい。区で集まる場
合は20人くらいなので、平屋でよいと思う
し、２階の部屋はなくてもよいのではない
か。
・基本的に使用料で経費を賄っている。
・今の施設は駐車場があり、場所もわかり
やすいと思う。
・区以外の利用として、エアロビクスや英
語、マッサージなどの活動を行っている。

-

集会施設

学習等共同
利用施設

区長

区長

・譲渡については条件によると思う。
・施設がなくなってしまうと、コミュニティの縮小につながってしまうので
はないかと思う。

・八剱町には市の施設がほかにないので、給食センターの跡地にみど
りの家のような地域交流のできる施設ができないかというような意見も
ある。
・施設としてはできれば残してほしいし、統廃合するのであれば、その
施設を八剱町に作ってもらいたい。
・地元で維持管理をしているが、譲渡となった場合、全て区の負担とな
ると維持できないと思う。

■関係団体へのヒアリング結果

施設運営への民間委託の導入についての
意見

公共施設再配置についての意見（実施する上での留意点など）

・利用があるため、施設がなくなるのは困る。地域のよりどころとして
施設があったほうが良いと思う。
・譲渡については条件次第だと思う。

・曽野町区については、人口が増えるのではないかと考えている。
・集会施設が小学校区に１つになると、区ごとの情報交換ができるの
ではないかと思う。

・将来的にこのまま集会所を存続させていくことは難しいと思う。
・譲渡となれば、条件等での話し合いになると思う。
・今でも、左岸浄化センターの修繕・増設等があり、迷惑施設であると
いう現状は続くと思われるので、集会所の廃止は考えられない。

-

-

-

-

-

-

-
・譲渡については地域の負担となるので難しいと思う。
・小学校区に集会施設が一つということになると、施設までの距離が
遠くなって高齢者の使い勝手が悪くなると思う。

・他の場所から離れており、集会所は少なくとも１つはないと困る。
・町の中心部にあり、１階に防災器具等を保管している。防災倉庫の
ようなものは必要だと思うが、川井町文化会館を倉庫として使うことは
考えられる。
・譲渡については条件次第だと思う。
・利用頻度よりは災害等の避難場所の観点からも考えてほしい。
・市に頼るばかりでなく、地域で地域を守ることも必要だと思う。

別添資料２ 



施設
番号

用途 施設名称 関係団体 実施日 施設の現状についての意見 その他
施設運営への民間委託の導入についての

意見
公共施設再配置についての意見（実施する上での留意点など）

8 大上市場会館

①4月20日(西
市町)

②4月25日(新
柳町)

③4月27日(本
町上市場)
④4月28日(本
町北口)

⑤5月8日(本
町門前)

・西市町区としては区に公会堂があることも
あり、大きいイベント以外では基本的に使
用していない。
・山車の行事での利用はある。
・古い施設であるが汚くはないし悪いところ
もないと思っている。
・利用としては山車保存会関係の利用が多
い。それ以外にも社会福祉協議会の利用な
ど、月に数回、定期的な利用がある。
・駐車場がない。
・５区に分かれているので、鍵の管理が毎
年変わるなど管理が煩雑である。常駐者が
いれば鍵も含め、管理もできるのではと思
う。
・今の規模では施設が大きい。平屋で十分
だと思う。
・区の集まりや神社、山車関係の利用のほ
か、社交ダンスや健康体操などの利用も月
に３～４回ある。

・過去には公会堂を作るという話が
あったが、ふれあいセンターやみど
りの家を使えばよいという話となっ
た区もある。

9 神野会館 4月25日

・現在と同程度の利用であれば現在の規模
でよい。
・区以外に生涯学習の活動で利用はあるが
少ない。他の集会施設についても同じでは
ないか。
・区の中心にあり利用しやすい。神野区で
はいつでも使えるという感覚はある。駐車
場がないことについてもあまり気にしていな
い。

-

10 泉会館 4月19日

・大きいイベントだと1部屋に入りきらないと
いったことはある。
・老人クラブ等は定期的に利用しており、最
近では利用が増えている。
・施設の使い勝手としては非常に良い。

-

11 中野会館 5月17日

・会館は２部屋しかないが施設の規模は
ちょうど良いと思う。
・神社の行事や保健推進員の活動・講座、
区の行事等で使用。
・支出については区費で賄っている。

-

12 石仏会館 4月22日

・維持管理費については区費からも補てん
している。
・長安区と石仏区があり、使い方は大上市
場会館と似ている

-

13 井上会館 4月19日
・施設としては少し狭い。
・利用としては、有志の子ども会の利用や
ゆうわ会、区の総会で使用している。

-

14 文化施設 岩倉市民プラザ
指定管理者（NPO法
人）

今後必要に応
じて実施

- -

15 図書館 岩倉市図書館 図書館協議会
今後必要に応
じて実施

- -

学習等共同
利用施設

区長

・西市区が大上市場会館の利用が少ない理由としては、西市町公会
堂があることと、わざわざ踏切を超えていくということが障壁になって
いると思われる。しかし、５区に神社が１つしかないので、独立した区
になることは考えられない。
・地域に密着している団体からすれば、このような施設は必要ではな
いかと思う。
・市立体育館との複合化は、施設が離れてしまい使い勝手が悪くなる
ことと、現在の大上市場会館が山車と一体で使えるという現状から好
ましくないと考える。
・譲渡については条件次第だと思う。
・会館が無くなった場合の代替は社務所しかないが、これは市が建て
るものではないと認識している。
・市立体育館の中に集会所ができるのは、場所としてはよいと思う。あ
とは管理の方法が整理されれば複合化はあり得ると思う。
・高齢者には、近場にあるほうがよいという意見がある。
・岩倉北小学校を中心として1か所に集まれる場所があるというのはよ
いと思う。いずれにしろ集会所のような集まれる場所がないと困る。
・1つの小学校区で1つの集会施設を持つというのもありだと思う。
・複合化もありだと思う。学校の規模縮小と合わせて実施したらどう
か。ただし、今の大上市場会館は山車保存会が多く利用していること
に留意する必要があると思う。
・複合化につては施設が遠く離れなければよいと思う。あとは施設の
動線をどのようにするかということだと思う。ただし、近隣の神社も利
用できるようでなければならないと思う。

・譲渡ということについては、耐用年数が近づいてきたら具体的な条
件での話し合いになると思う。
・公会堂のあり方として、将来、小学校区に1か所ということもあり得る
のではないか。

・現在の施設の運営としては、光熱水費や土地代の負担が大きく、採
算としてはギリギリの状態。譲渡されたとしても運営は難しいと思う。
・五条川小学校区で1つ大きな施設を作るということであってもよい。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

・小学校区で一つの施設にする場合、市の運営とするのであればよい
のでは。運営主体を区とすると、区の力関係が出てしまうのではない
か。
・耐震対策などの必要なことを実施したうえであれば譲渡はあり得ると
思う。

・地域の近所づきあいがなくなる等の懸念があり、会館がなくなると地
区の小さなクラブの活動は衰退するのではないか。
・複合化であると遅い時間帯に利用できないなど、使い勝手が悪くな
るのではないか。
・譲渡であると維持管理運営ができるか疑問であり、その部分の補助
は必要であると思う。
・校区に１つさくらの家のような規模の施設があるとよいと思う。また、
学校に複合施設を作るのも良いと思う。

・ここが防災拠点として機能するかは疑問。
・譲渡は難しいと思う。ただし先の話ということなら、今の段階では何と
も言えない。
・他に施設がないので、この施設がないと地域の行事ができない。

-



施設
番号

用途 施設名称 関係団体 実施日 施設の現状についての意見 その他
施設運営への民間委託の導入についての

意見
公共施設再配置についての意見（実施する上での留意点など）

子ども会連絡協議会 2月22日
・土日や夏休みは予約の取り合い
・収容人数が少ないため学校行事としては
利用していない

いわくらOYGクラブ 2月28日
・一宮市丹陽地区の人も使用している
・ボーイスカウトでは利用していない

17
その他社会
教育系施設

生涯学習センター - 実施しない - -

岩倉市体育協会 2月28日

・築27年と古いが継続的に修繕がおこなわ
れている
・多目的ホール（550人収容）の規模が中途
半端
・駐車台数が足りない

・施設の再編を行う場合は、市民と
の話し合いの場を頻繁に設けるべ
きだが、財源がかぎられていると言
われると意見が出しにくい
・利用者のけがを防ぐため、老朽
化した施設の修繕は重要

19 岩倉北小学校

20 岩倉南小学校

21 岩倉東小学校

22 五条川小学校

23 曽野小学校

24 岩倉中学校

25 南部中学校

26
その他学校
教育系施設

学校給食センター - 実施しない - -

27 中部保育園 ・古く冬場は少し寒いが解放的で良い

28 北部保育園 -

29 南部保育園 -

30 東部保育園 -

31 西部保育園 ・小規模だが、園児に目が行き届いて良い

32 仙奈保育園
・施設が古いが、修繕してもらえれば問題な
い。
・広さはちょうど良い

33 下寺保育園
・古いがきちんと手が加えられ利用しやす
く、アクセスも良い。

保育園

・小学校への複合はそれぞれの生活音がお互いに支障になるのでは
ないか。児童館への複合化は良いのではないか
・複合化等を行っても、各保育園の特色を出してほしい
・統合などによって施設数が減っても、受入れ人数の総数は増やして
いってほしい
・保育園を使用している親にとって送迎の負担は非常に大きいため、
施設を統合するのであればくるくるいーわ号をさらに充実する等対策
をとってほしい
・小学生の兄弟が学童保育を利用している場合、小学校への複合化
は送迎面から良い
・複合化や統合により大規模な園だけにするのではなく、園全体が見
渡せ死角が無い状態での保育が必要な園児もいるため、目が行き届
きやすい小規模な園も必要

3月11日保育園父母の会

・更新時に図書館等を複合化するのが良い
・小中一貫校にするのが良いと思われる
・複合化は不特定多数の人が来るためセキュリティ上よくない
・保育園との複合化は校庭を分けるなど窮屈になる
・児童数が減っている場合、統合や学区再編をするのが良いと思う
が、学区再編は市民の反対を受け過去に頓挫している

・市内にたき火やキャンプファイヤーなど非日常を体験できる施設が
必要
・廃止してしまうと、青少年ボランティア活動は衰退する
・運営方法の改善で利用者を増やす
・市民プラザ、総合体育文化センター、図書館などを希望の家へ複合
化すると利用率が上がって良い
・八剱憩いの広場はスペースは広いが民家が密集しているため複合
化には適さない（利用者が騒ぐため）
・宿泊施設を廃止しBBQ場だけとなることは利用上好ましくない

小中学校ＰＴＡ連合会 -

【民間保育所と市営保育園の違いについ
て】
・民営保育所の方が施設が綺麗で生活環
境が良いが、市営保育園も古いが子どもに
免疫力がついて良い
・どちらも先生は素晴らしく質は良いが、母
親が働く場合には民営保育園は預けにくい
（幼児部になると給食ではなくお弁当にな
る、夏休み等の保育は別途料金が必要とな
る等）
・女性が働きやすくなればどちらも良い

-

・高齢者や障害者のスポーツ推進を考えており、保健福祉施設等との
複合化は良い
・現状規模での複合化は難しく、規模を大きくする必要がある

-

16

スポーツ施
設

18 総合体育文化センター

・非日常的な環境施設であるが、立地は別の場所でも良い
・宿泊施設は市内のどこかにあると良い
・施設が無くなることで子ども会の魅力が無くなり、参加者が減ってし
まいコミュニティの形成に影響が出るのではないか

・現在の運営団体にも問題があるのではな
いか
・市民プラザを運営している団体が良いの
であれば、市民プラザと複合化し一体運営
してはどうか

・特別教室の一般開放は問題ない
が、家庭科室などは大人が使用す
るにはサイズが小さい

学校

・建物を民間に譲渡し、民間による運営は
可能ではないかと思う

-

・指定管理者のサービスが悪い
・業務委託が良い

-

・民間プールの利用は、教育の質の低下に
つながる

-

青少年宿泊研修施設希望
の家

その他社会
教育系施設

2月23日



施設
番号

用途 施設名称 関係団体 実施日 施設の現状についての意見 その他
施設運営への民間委託の導入についての

意見
公共施設再配置についての意見（実施する上での留意点など）

34 第二児童館
①2月8日
②2月25日

＜①幼児クラブ＞
・学童保育としては狭い
・駐車場が必要
＜②学童父母の会＞
・古く狭いが公園内のため利用環境は良い

＜①幼児クラブ＞
・泉会館など高齢者の利用施設と
の複合化は良い
・くすのきの家との複合化は踏切
を渡ることとなる人もでてくる
・岩倉北小学校との複合化は良い
が、駐車場が無いことと、セキュリ
ティの面が心配
＜②学童父母の会＞
・岩倉北小学校との複合化は踏切
を渡ることとなる人もでてくる
・学童保育を小学校に配置しても
児童館は現在の位置に残してほし
い

＜①幼児クラブ＞
・市の指導が必要
・子どもの状況確
認ができる施設が
良い

＜①幼児クラブ＞
・施設を減らすのではなく人口を増
やす政策を考えてほしい

35 第三児童館
①2月15日
②2月25日

＜①幼児クラブ＞
・広さは十分
・利用人数が決まっているため、もっと増や
してほしい
・2階は高齢者専用の施設だが、空いてい
る
＜②学童父母の会＞
・広さ、新しさ、駐車スペース、駅からの近さ
から利用しやすい

＜①幼児クラブ＞
・小学校との複合化は学童保育の
面からは安心だが、幼児が利用す
る面からは分かれている方が良い

＜①幼児クラブ＞
・サービス低下がな
ければ良い
・有料でもサービス
が優れており、安
全であれば利用す
る

＜①幼児クラブ＞
・会館など高齢者向けの施設も幼
児から高齢者まで使えるようにして
ほしい
・交通の便を考えてほしい

36 第四児童館
①2月15日
②2月25日

＜①幼児クラブ＞
・古さ、規模、サービスに問題はない
・駐車場が少ない

＜①幼児クラブ＞
・防災コミュニティセンターとの複
合化は人目があり安全面で良い

＜①幼児クラブ＞
・利用料が上がるこ
とには抵抗がある
が、受益者負担の
考えは納得できる

37 第六児童館
①2月22日
②2月25日

＜①幼児クラブ＞
・駐車場が必要
・施設の広さはちょうど良い
・平日の昼間の利用は少なく、幼児クラブ
（水曜のみ）がメインである
・学童保育が始まると小さい子どもは遊べ
ないため、スペースを分けるか、一緒に遊
べる仕組みを作くるなど常時使用できるよう
にしてほしい
＜②学童父母の会＞
・古く狭く部屋が分かれていて目が行き届
かない

＜①幼児クラブ＞
・学童保育の面から小学校にある
と良い
・会館を利用して幼児クラブを行っ
てはどうか

-

38 第七児童館
①2月15日
②2月25日

＜①幼児クラブ＞
・広さは十分
・駐車場が必要
・利用人数が決まっているため、もっと増や
してほしい
＜②学童父母の会＞
・古く狭く部屋が分かれていて目が行き届
かない

＜①幼児クラブ＞
・小学校との複合化は学童保育の
面からは安心だが、幼児が利用す
る面からは分かれている方が良い

＜①幼児クラブ＞
・サービス低下がな
ければ良い
・有料でもサービス
が優れており、安
全であれば利用す
る

39
地域交流センター（ポプラ
の家）

- 実施しない - -

40
地域交流センター（みどり
の家）

- 実施しない - -

41
地域交流センター（くすのき
の家）

子ども会連絡協議会 2月22日
・利用しやすいため休みなしで利用できるよ
うにしてほしい

-

42
こども発達
支援施設

あゆみの家 あゆみの家利用者 2月10日

・利用希望者が多いと思われるため規模を
拡大してほしい
・仙奈保育園とは行き来ができず近いだけ
の状況である

-

地域交流セ
ンター

-

-

①幼児クラブ
②.学童保育父母の会

-

・保育園と一緒が良いが、分離を希望する保護者もいる
・保育園と複合化し、状況に応じ行き来できるのが良い
・支援センターなど人の出入りが多い施設との複合化は好ましくない
・駐車場が必要（３人に２人は車で送迎）

＜②学童父母の会＞
・民間の運営により
サービスが向上するの
であれば良いと思う
・民間の運営によりピア
ノ等の習い事のサービ
スができれば、利用需
要は高いと思う

＜②学童父母の会＞
・小学校等と複合化した場合、セ
キュリティは必要だがある程度開
けた環境をつくりたい
・学区に児童館が一つになること
は、学童保育の受け入れ人数が
減る、電車通勤の人の迎えが大
変などの不便になる
・新たに大型の複合施設を整備し
て、車を持たない人がこれなくなっ
ては残念

児童館

-

-

・民間施設は、受給者証の取得等で敷居が
高くなり、入りづらくなることが懸念される

-



施設
番号

用途 施設名称 関係団体 実施日 施設の現状についての意見 その他
施設運営への民間委託の導入についての

意見
公共施設再配置についての意見（実施する上での留意点など）

43 南部老人憩の家 老人クラブ連合会 ①2月20日 ・建物が古いため、建替えが良い

44 ふれあいセンター - 実施しない -

45
多世代交流センターさくら
の家

老人クラブ連合会 ①2月20日 -

46 保健施設 岩倉市保健センター - -

47 医療施設 岩倉市休日急病診療所
ほとんどの人が車で来るが、駐車場につい
ては特に不足するということはない。

-

48 庁舎等 市役所 - 実施しない - -

49 消防署 - 実施しない - -

50 第1分団車庫 - 実施しない - -

51 第2分団車庫 - 実施しない - -

52 第3分団車庫 - 実施しない - -

53 第4分団車庫 - 実施しない - -

54 防災コミュニティセンター 区長 4月18日

・大山寺区の運営会議、子ども会の打ち合
わせのほか、神社に社務所がないため神
社の行事の場所や打ち合わせでも使用し
ている。
・場所が奥まったところにあるのでわかりに
くい。

・建設の経緯として、もともと公民
館を作ってほしいと要望をしていた
ところ、補助金の関係で防災セン
ターであれば可能であったため、現
在の形での建設となった。

55
その他行政
系施設

清掃事務所 - 実施しない - -

56 公営住宅 市営大山寺住宅 - 実施しない - -

57 岩倉市放置自転車保管所 - 実施しない - -

58 自転車駐車場 - 実施しない - -

消防施設

-

その他

医師会

-

-

-

-

-

-

-

・集会施設としては、各区に同じような集会所を持つのでなく、イベント
ごとに特化した集会視閲という考えもあるのではないか。
・防火訓練などは防災コミュニティセンターで実施してもよいのではな
いか。

-

3月25日

-

-

-

-

-

--

-

・第六児童館の複合化は、会議室を常時使われてしまうので困る

-

-

-

-

-

・保健センターと休日急病診療所を複合化しても不都合はないと思わ
れるが、休日に人の出入りがあるため、薬の保管などの観点からセ
キュリティについては考慮する必要がある。

-

-

-

・地区施設は地元への譲渡であれ
ば良いと思う
・複合化により多目的な施設をつく
るのは良い
・施設を減らすのではなく人口を増
やす努力が必要

高齢福祉施
設

・同じサービスを安く行えるよう検討してみる
のは良い


