
八幡中学校区グループ結果 

：民間運営           ：運営主体の言及なし 

：市運営             ：機能の組合せ 
コメント 

徒歩 

移動圏 

  

自転車 

移動圏 

  

市全体 

  

周辺市 

  

 

【総括】 

・徒歩圏内と自転車圏内は、“知多市の未来への投資”をエリアのテーマとして、まとめた。 

・幼稚園と保育園は、“幼稚園は習い事が多い”、“保育園は子どもを保育する”という差別化が図れるため、幼稚

園は民間、保育園は市で管理するのが良い。また、保育園と子育て広場を一緒にした方が良いという意見もあ

った。 

・小学校と中学校、体育室や放課後児童クラブ、実習室、会議室、図書室などはまとめられる。現状のまちづく

りセンターが老朽化していることから、小学校や中学校の実習室、空き教室、図書室を昼間は生徒が利用し、

夜は一般市民が利用できるような仕組みをつくり、一本化する。 

・屋外プールは今後、教育としても必要になるため、維持費が掛かるが、小学校、中学校には置いておく必要が

ある。 

・図書館、ホール、アリーナ、特定競技場、多目的ホールは市全体で使えるところへ設置する。また、管理コス

トが掛かるため、民間に任せる。 

・レジャープールは、夏しか利用しないことや、屋内プールであっても維持管理が非常に掛かることから、市内

ではなく市外に置いた方が良い。 

・保育園は“子どもを保育する”という位置づけで、
公共施設として継続する。 

・保育園と子育て広場の一体化も考えられる。 

頻繁には使わず、大きな施設でコストがかかるの
で、民間を活用して管理運営。 

夏しか使わない。屋内プールなら市内にあってもよ
い。 

保育園 子育て広場 

幼稚園 

放課後児童クラブ 体育室 小学校 

屋外プール 

中学校 

会議室・集会室 実習室 

図書室 

図書館 

ホール アリーナ 

特定競技場 

多目的ホール 

レジャープール 

幼稚園は”習い事が多い”という位置づけで、民間
に任せることができる。 

小中学校を統合。空き教室をまちづくりセンターと
共用する。また、会議室等は、習い事教室などにも
使える。 



知多中学校区グループ結果 

：民間運営           ：運営主体の言及なし 

：市運営             ：機能の組合せ 
コメント 

徒歩 

移動圏 

  

自転車 

移動圏 

  

市全体 

  

周辺市 

  

 

【総括】 

・教育に関する部分は徒歩圏内に最低限必要である。また、屋外広場、交流できる場所を増やしてほしい。 

・実習室、会議室・集会室、図書室は 1施設に集約するのがよい。 

・ホール、多目的ホール、図書館は、カフェスペース等を設け、利益を上げ企業参入し、市の負担を減らす。 

・アリーナ、幼稚園は民間か公共か、アンケート調査などの意見調査をし、民間での運営に移行を検討するのが

良い。 

・レジャープール、特定競技場は生活に必要ではなく、年に 1～2回程度しか使わないという人が多いので市には

必要ない。 

・今回対象ではなかったが、市民病院、民間総合病院、市民の健康に直結するものも、あり方を考えてもらいた

い。 

  

保育園 小学校 体育室 

屋外プール 中学校 

市民生活に直結するため、市の施設として必要。
また、交流できる場所を増やして欲しい。 

放課後児童クラブ 子育て広場 

実習室 会議室・集会室 図書室 １つの施設に集約してもよいのではないか。 

窓口は民間でもできる。また、子育て広場に総合
支援センターを併設する。 

ホール 多目的ホール 

図書館 

アリーナ 幼稚園 

レジャープール 特定競技場 
生活に必須ではなく、利用頻度も年に１～２回な
ので、市になくてもよい。 

民間企業を入れ、カフェスペース等を設置して収
入を増やし、市の負担を減らす。 

サービス内容を吟味し、市民意見も踏まえて民間
移行を検討するのがよい。 



旭南中学校区グループ結果 

：民間運営           ：運営主体の言及なし 

：市運営             ：機能の組合せ 
コメント 

徒歩 

移動圏 

  

自転車 

移動圏 

  

市全体 

  

周辺市 

  

 

【総括】 

・学校や放課後児童クラブ、実習室や体育室、プールなどについては、教育の一環としてまとめ、小学生が利用

できる距離に設置する。 

・保育園、幼稚園、子育て広場は民間のサービスがよく、民間に任せてよい。また、まとめることで、小さい子

も面倒を見てもらえるような場所にできる。 

・多目的ホール、会議室、図書室については、さまざまな地域の人が利用でき、交流ができる場としてまとめ、

車がなくても自転車等で行ける距離に設置する。 

・アリーナ、ホール、特別競技場やレジャープールは民間に任せた方が、利用時間が長くなったりサービスが良

くなったりしそうである。また、1箇所にまとめることで 1日楽しく過ごせるブロックができると良い。 

・図書館は、年に数回しか使わないため市に一つでよいが、管理上の問題から市で運営したほうが良い。 

・施設をまとめることで、公共施設のバス停をある程度決まった位置に配置でき、交通の利用も増えるのではな

いか。 

  

レジャープール 特定競技場 

教育の一環としてまとめる。小学生が利用できる
距離にほしい。 

車がなくても行ける距離に、さまざまな地域の人
が交流できる場としてまとめる。 

民間のサービスが良いため、民間に任せる。また、
集めることで、小さい子どもも面倒を見てもらえ
るなど、サービスを充実させられる。 

年に数回しか使わないため、市に 1 つでよい。管
理上の問題のため、市で管理して欲しい。 

・民間の方が利用時間も伸び、サービスも良くな
る。 

・ホール、アリーナ、レジャープール、特定競技
場をまとめられれば、１箇所で一日楽しく過ご
せるブロックができる。 

小学校 体育室 

放課後児童クラブ 

実習室 屋外プール 

子育て広場 幼稚園 保育園 

多目的ホール 会議室・集会室 図書室 

中学校 

ホール アリーナ 

図書館 



東部中学校区グループ結果 

：民間運営           ：運営主体の言及なし 

：市運営                   ：機能の組合せ 
コメント 

徒歩 

移動圏 

  

自転車 

移動圏 

  

市全体 

  

周辺市 

  

 

【総括】 

・教育施設はまとめた方が良い。他県や他市でも保育園、幼稚園、小学校、中学校などが一緒になっている例が

ある。子育て広場は別にあった方が良い。 

・多目的ホールや集会室などは、利用者が同じ地域の人であるため、実習室や図書室と一緒にして良い。これら

は質を求めているのではなく、集まる場所があることが大切である。 

・さらに、多目的ホールや集会室などは主に高齢者が使い、学校等は将来を担う若い人たちが使うことから、集

会機能と学校等をまとめて連携することで、多世代交流が期待できる。 

・体育館や勤労文化会館もまとめた方が良い。さらに民間に任せることで、サービス向上が期待できる。資金の

関係で、市ではレジャープールはやらなくても良い。 

・東部の特徴として坂が多い。交通の便を良くして市全体を行き来しやすくすることで、面白い市になることが

期待できる。 

 

同じ子ども向け施設でも、小学校や保育園、幼稚
園とはサービスの性質が異なるので、分ける。 

地域の人が使う機能を集める。質より、集まる場
所があることが大切。 

教育機能を集めることによって設備共用できる。
また、災害時に集まりやすい。 

民間のアイディアを入れることで、多様でよりよ
いサービスが期待できる。 

民間に任せるとサービスの幅は広がりそうだが、
ホールやアリーナなどとは性質が違うため、どの
ような施設にするのかよく考えた上で民間に任せ
る必要がある。 

子育て広場 

小学校 保育園 幼稚園 

多目的ホール 

会議室・集会室 実習室 

図書室 

中学校 放課後児童クラブ 

体育室 屋外プール 

ホール アリーナ 

特定競技場 

図書館 

まとまって連携することで、多世代交流が期待で
きる。 連携して多世代交流 

市で持つ必要はない。 レジャープール 



中部中学校区 Aグループ結果 

：民間運営           ：運営主体の言及なし 

：市運営                   ：機能の組合せ 
コメント 

徒歩 

移動圏 

  

自転車 

移動圏 

  

市全体 

  

周辺市 

  

 

【総括】 

・近くにあることが望ましいのは子育て広場、放課後児童クラブ、小学校で、これらは小学校の設備を共用する

ことでサービス向上が期待できる。 

・会議室・集会室、多目的ホール、実習室、中学校、図書室はいずれも地域コミュニティで利用するので、近く

に集めるとよい。避難所としても利用できる。 

・なお、上記の小学校と子育て機能、中学校と集会機能の集まりは、小中学校一貫校化することで、すべて同じ

場所にまとめることも考えられる。 

・レジャープールや図書館は、民間に任せることで、多様なサービスの向上が期待できる。 

・アリーナ、特定競技場、ホールなどは、利用者が偏るので市内に必須ではなく、周辺市にあれば良い。 

  

小中一貫校にすれば、もっと施設をまとめられる。 

身近で一番大切な施設である。小学校の設備を共
用してサービス向上が期待できる。 

・地域の人が集まる場所を近くに集める。避難所
にもなる。 

・図書室は図書館の出先機関のように利用できる
とよい。 

民間を入れることでサービス向上に期待ができ
る。 

子育て広場 放課後児童クラブ 

小学校 

屋外プール 体育室 

幼稚園 保育園 

多目的ホール 会議室・集会室 実習室 

図書室 中学校 

レジャープール 図書館 

利用者が偏るので、市内に必須ではない。他市の
ものを利用しても良い。 

アリーナ ホール 

特定競技場 



中部中学校区 Bグループ結果 

：民間運営           ：運営主体の言及なし 

：市運営                   ：機能の組合せ 
コメント 

徒歩 

移動圏 

  

自転車 

移動圏 

  

市全体 

  

周辺市 

  

 

【総括】 

・基本的な考えとして、利用頻度が高いものは市運営、利用頻度の低いものは民間に任せたり、統合してサービ

スの向上を図ったりするのがよいと考えた。 

・小学校や中学校は安心のために市主体で運営し、近くにあってほしい。ただし、将来的には小学校の統廃合も

考えていく必要がある。 

・子育て広場は、幼児が集まることだけ考えると公園に行くくらいの感覚で行ければ便利だが、若いお母さんが

子育てに対する相談や支援を受ける機能もあるため、自転車で行けるくらいにあればよいと考える。 

・プールは利用頻度が高くないため、市に 1 つ、２つとして温水化することが望ましい。温水にすれば利用時期

も調整しやすいため、部活なども含めた各学校利用も合わせて共同で利用する。 

・競技場やアリーナ、ホールについても、統合することでサービスの質が高まり、利用価値が上がると考える。

なお、市や公共的なイベントでの利用を優先できるように条件をつけた上で、民間に任せることも考えられる。 
 

中学校は安心できるように市主体で運営してほしい。 

無償で利用できるとよい。また、同じ場所にあると使
いやすい。 

小学校は安心できるように市主体で運営し、近くにあ
ってほしい。ただし、将来的には校区統廃合も考える
必要がある。統廃合した場合、遠くなるこどもはスク
ールバスでカバーするなどで対応する。 

理想は公園ぐらいの感覚で行ける距離にあるとよい
が、相談等のサービスもあることを考えると、自転車
で行ける程度がよいと考える。将来的には、民間の方
がサービスが良いことも考えられるので、民間に任せ
ることも考えられる。 

施設数よりも質が大切なサービスなので、統合するこ
とでサービスの質を上げることが望まれる。 

小学校 体育室 

放課後児童クラブ 

実習室 

図書室 

幼稚園 保育園 子育て広場 

多目的ホール 会議室・集会室 

中学校 

アリーナ ホール 
市・公共イベント優先で利用できることを条件に、民
間に任せてよい。 

特定競技場 

図書館 

レジャープール 屋外プール 

学校のプールも含めて温水化して集約することで、
通年で利用できるようにする。また、他市と共用す
ることでコスト削減も考えられる。なお、利益が出
るならば民間の方が、サービスが良くなるかもしれ
ない。 

インターネットで読めるので利用は減ると思われる。 

他の市と共同で利用した方が良い。 


