
 

茅野市公共施設再編計画（案）に関する 

パブリックコメントにお寄せいただいたご意見と市の考え方 

 

 

茅野市が制定を進めている「茅野市公共施設再編計画（案）」に関するパブリックコメントを実施したところ、 

下記のとおり貴重なご意見をいただきました。 

いただいたご意見の概要とそれに対する市の考え方をまとめましたので、公表いたします。 

 

 

記 

 

 

○パブリックコメントの実施状況 

１ 意見の募集期間 
２ 意見の提出者数と件数 ３ 意見の提出方法別人数 

提出者 件数 メール 郵送 ＦＡＸ 持参 計 

令和２年１０月２１日（月） 

～  １１月２０日（金） 

９８名＋ 

 ６団体 
１３８件 

４８名＋

 ２団体

０名＋ 

０団体 

４６名＋

 ０団体

４名＋ 

４団体 

９８名＋

 ６団体

※同一意見提出者から複数項目にわたるご意見をいただいているため、意見提出者数と意見件数は一致しません。 

 

  



４ いただいたご意見とそれに対する市の考え方 

No. 該当する箇所等 いただいた意見の概要 市の考え 

１ 

全般 

 

市民の考えが反映されていないよう

に思う。何処かの段階で市民の思い

を吸い上げ、計画に反映する必要が

あると思う。 

本計画の策定段階では、市民ワークショップやパブリックコ

メントを通じてご意見をお聞きしてきていますが、個々の施

設の見直しにあたっては、施設を利用する市民はもとより、

施設の管理運営費を負担する納税者を含め、多くの市民との

合意形成を図ることが不可欠であると考えています。 

本計画により、個々の施設の現状と課題、分析・評価結果、

今後の取組方針等の情報を共有し、今後、市民や地域の皆様

と広範な議論を行い、公共施設の最適化に取り組んでいきま

す。 

２ 

全般 

 

より効率的な利用方法や新たなニー

ズに対応する施設の活用など、複合

的な利用により施設を活かす検討を

お願いします。例えば、少子化によ

り保育園に余剰空間が生まれた場

合、高齢者との幼老施設など。 

今後検討していきます。 

３ 

全般 

 

公共施設のあり方も大事ですが、行

政職員の人員削減や給与・賞与のカ

ットなども合わせて検討して欲し

い。 

市職員数については、民間委託などを進めて増員を抑えてい

くことや、給与等については、国の人事院勧告を踏まえるな

ど、人件費の最適化にこれからも努めていきます。 

 

４ 

9ページ 

小学校施設 

17ページ 

中学校施設 

オンライン授業の積極的な導入を行

う事で、設備の縮小が可能ではない

か。 

オンライン授業等のための環境整備を計画的に実施していま

すが、従前の設備等について縮小が可能となる場合は検討し

ていきたいと考えます。 



５ 
17ページ 

長峰中学校 

長峰中学校の施設の劣化が見られ

る。 

不具合箇所については、設計者及び施工者と協議しながら、

補修を計画中です。 

６ 

17ページ 

長峰中学校 

健康増進のための運動施設として、

長峰中学校のグラウンドを夜間利用

できないか。 

地域の方と夜間使用について相談していきます。 

７ 

24ページ 

地区公民館 

108ページ 

地区コミュニティセン

ター 

地区コミュニティセンター及び地区

公民館の機能は重要だと思います

が、場所は各地区の公民館（区民会

館）を活用可能だと思う。 

提案されたご意見につきましては、今後の検討において参考

とさせていただきます。 

８ 

28ページ 

茅野市図書館 

各地域の優れた図書館（活動）を参

考に、公営の図書館を維持すべきで

はないか。 

図書館運営については、ご提案いただいた意見も含め、今後

検討していきます。 

９ 

40ページ 

野球場 

41ページ 

広場野球場 

諏訪地域には諏訪湖スタジアムもあ

るので、野球場は２つもいらないと

思う。 

野球場は硬式野球に使用可能で、１万人の観客を収容するこ

とができる施設です。広場野球場は夜間照明設備を備え、軟

式野球やソフトボールのグラウンドを４面備えた多目的に利

用できる施設になっています。それぞれ利用目的が異なり、

計画では今後も継続としていますが、いただいたご意見を参

考にしながら、今後も施設のあり方の検討を行います。 

１０ 

40ページ 

弓道場 

弓道は弓道場がなければできないス

ポーツで、高齢者でもできる数少な

いスポーツのひとつ、耐震改修や予

防保全を含め計画的な改修を行い、

長寿命化を図って欲しい。 

運動公園内の施設は、耐震化、バリアフリー化、省エネルギ

ー化等を考慮して順次大規模改修を計画してまいります。今

後の施設のあり方については、大規模な改修が必要となった

時に、いただいたご意見を参考にしながら改めて検討を行い

ます。 



１１ 

41ページ 

陸上競技場 

 

諏訪郡内唯一の公認陸上競技場で、

多数の世界で活躍する選手を輩出

し、優秀な指導者を育成してきた、

市民にとって自慢、誇れる施設であ

ることから、公認を継続して欲し

い。 

陸上競技場の機能を維持するための整備は行っていきます。

しかし、公認陸上競技場として継続するためには、主に全天

候舗装トラックの改修など、高額な費用を要することから、

市の財政状況を考慮しながら検討していきます。 

１２ 

41ページ 

陸上競技場 

 

公認更新費用は、利用料の検討や寄

附、ネーミングライツ等、資金を集

める方法があると思うので、課題を

市民に公表し、みんなで知恵を出し

合って更新の可能性、改修工事の可

能性を見い出していくことを検討し

て欲しい。 

運動公園スポーツ施設の維持管理を継続するため、定期的な

施設使用料の見直しを行っています。併せて施設改修費用等

のための財源についての検討を行っていきます。また、施設

の維持管理については、スポーツ関係団体との検討を行って

います。スポーツ施設利用者をはじめとしたスポーツ団体関

係者のご意見をいただきながら検討していきます。 

１３ 

41ページ 

陸上競技場 

 

陸上競技場の第3種公認の5年ごとの

公認申請に伴う改修工事費用が高額

になるのであれば、インフィールド

内を人工芝（照明設備附帯）とし

て、サッカー大会が通年開催できる

ようにすれば稼働率と施設利用収入

が大幅に向上すると思う。 

「公共施設等総合管理計画」に掲げた「施設総量の縮減」の

考えに基づき、設備の大規模改修には慎重に検討する必要が

あります。利用者の安全・安心、施設の長寿命化のための大

規模改修を行う際には、いただいたご意見を参考にしなが

ら、施設の利用方法を含めて検討を行います。 

１４ 

41ページ 

陸上競技場 

茅野市だけではなく、他自治体との

協議し検討して欲しい。 

 

これまでも諏訪地方全体での施設管理の方法を検討してまい

りましたが実現は困難な状況です。今後も協議を継続してい

きたいと考えています。 



１５ 

41ページ 

陸上競技場 

ナイター設備を設置し、大学や高校

の合宿などで使ってもらい認知度を

上げて誘客できないか。 

夏季には合宿により多くの方にスポーツ施設をご利用いただ

いています。今後も施設及び設備を充実し、より多くの方に

ご利用いただきたいと考えています。 

「公共施設等総合管理計画」に掲げた「施設総量の縮減」の

考えに基づき、新規の設備の設置には慎重に検討する必要が

あります。利用者の要望を踏まえて、引き続き夜間照明増設

の検討を続けていきます。 

１６ 

56ページ 

保健福祉サービスセン

ター 

 

公費のデイサービスセンターをなく

すことには反対です。市周辺部への

サービスがいきわたらなくなりま

す。 

平成１２年４月に開設した４箇所の保健福祉サービスセンタ

ーのうち、西部と北部保健福祉サービスセンターにはデイサ

ービスセンターが併設されています。これにつきまして西部

デイサービスセンターは開設当初から、北部デイサービスセ

ンターは平成１８年４月から民間事業者との間で、建物賃貸

借契約を締結し民間事業者が運営しています。行政施設の中

に、民間のサービス事業者が運営するサービス提供事業所が

設置され公民協働により、地域から期待されるサービス拠点

となるよう活動を続けてきました。 

このように、デイサービスセンターは既に民営となっていま

すが今後、建物の一部が譲渡されても必要なサービスが行き

届くよう、公民協働の取組みを続けていきます。 

１７ 

60ページ 

温泉施設 

 

温泉施設にミニフィットネスやワー

キングスペースなどの付加機能を付

けてはどうか。 

提案されたご意見については施設機能の検討において参考と

させていただきます。 

１８ 

98ページ 

教職員住宅施設 

 

ワーケーション目的で民間に貸し出

す方法もあるのではないか。 

施設の老朽化が進んでいるため、貸し出しのための改修費

や、維持管理費が必要となるため、基本的には売却し、買い

手において有効利用していただきたいと考えています。 



１９ 

100ページ 

茅野市役所北倉庫 

現在進めている公共交通は、効率的

な車の配備も時間的、経費的ロスを

削減するために必要ではないかと考

えます。 

茅野市の端から車を配車しなくて済

むように、各社共同の配車センター

として利用することを検討してくだ

さい。 

茅野市が進めている新しいモビリティサービスは、市民の皆

さんの移動手段を確保し、いつでも、行きたい時に、行きた

い場所に行けるサービスの提供を行うものです。 

専用車両は予約があるまで基本的にはエリア内にある複数の

待機場所で待機することになります。予約が入ると、予約者

の近くを運行する専用車両をAIが判断し迎車に向かうシステ

ムのため、比較的専用車が分散され、時間的、経費的ロスは

あまりないものと想定されます。また目的地が同じ方面であ

るなら乗合となるため、効率的な運行ができます。 

配車センター化ですが、逆に拠点を設けることで運行距離が

長くなり、非効率な運行になることが考えられるため、設置

については考えていません。 

２０ 

105ページ 

茅野市民館 

稼働率が低いことが残念、コロナ禍

の中でも、できることがあれば、前

向きになって欲しい。 

稼働率の向上を目指し今後も指定管理者と協議していきま

す。 

２１ 

123ページ 

公衆トイレ施設 

 

いっきに新しくするのは大変です

が、NEXCOさんのSAやPAの改修計画

に同調して修繕することで、コスト

削減になるのではないか。 

公衆トイレの改修につきましては、既存トイレの改修時期の

相違や財源確保、業者選定方法について課題もありますが、

コスト削減は必要不可欠ですので、今後、改修の手法につい

て研究していきます。 

２２ 

127ページ 

白樺湖温泉施設 

 

白樺湖温泉施設には観光案内所、ア

クティビティセンターのような情報

発信拠点機能が必要ではないでしょ

うか。 

今後のすずらんの湯のあり方については、いただいたご意見

を参考にさせていただきながら、地元白樺湖の観光事業者等

と一緒に検討していきます。 

※同様のご意見は集約しています。 

※「茅野市公共施設再編計画（仮称）たたき台」でいただきましたご意見と同じご意見については、市の考え方をお示し済みですので、省略します。 


