
西地区

地区別市政懇談会　当日質疑応答用紙一覧　西地区

質問事項 担当課

1
西中学校の体育館と西公民館等の

複合施設について、概要を説明して
ください。

教育総務課

地区別に事前にあげられたテーマについて
回答

この事業は、西中学校体育館、プールと西公民館等の建て替えにあたり「秦野
市公共施設再配置推進計画」のシンボル事業の1つとして複合施設として整備
し、これを契機に学校と地域が相互に連携して地域の子どもたちから高齢者まで
世代を超えて市民が集うまちづくりの場にしていきたいと考えています。

現在、公民館と体育館、プール、格技場を複合施設の対象施設とし、西中学校
体育館及び西公民館のある南側敷地と隣接する消防西分署及び忠魂碑のある北側
敷地を対象地として検討しています。

この複合施設は現在の学校施設機能及び生涯学習機能を併せ持つ施設として、
必要な機能・規模を確保するとともに災害時の避難場所機能の充実やユニバーサ
ルデザインへの配慮、駐車スペースの確保も必要となります。

また、施設にはスポーツ機能として、武道場、大アリーナ、小アリーナ、屋内
プールを、実習機能として音楽室、創作活動室、調理室等をそれぞれ共有利用で
きる施設とし、図書室や会議室等の集会機能の設置、さらに消防西分署を含めた
場合の想定も検討しています。

なお、事業手法は公共施設再配置計画のシンボル事業として施設の共有化や民
間活力の導入に取り組むこととし、「民間活力導入可能性調査」の結果を踏ま
え、更に詳細な検討に加え、民間のノウハウを活用した整備や管理運営について
検討します。
（補足）

地元関係団体（西地区連合自治会や西中学校ＰＴＡ、西公民館運営協議会）に
概要説明を実施しています。今後、地元関係者による検討組織を設置するなどし
て地元の皆さんのご意見を伺いながら事業を進めていきたいと考えています。

事業手法については、民間ノウハウを活用した事業（整備～管理運営）とする
ため、民間事業者とのヒアリングや事業提案等を受ける「公民連携課題解決型対
話」を実施し、公民連携による事業実施の参考としていきます。
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西地区

質問内容 当日の回答 補足、現在の状況・今後の対応等

2

スポーツ機能や実習機能を共用施
設としてまとめて建設するのでしょ
うか。

また、消防西分署は北側に建てる
ということでしょうか。

実習機能やスポーツ機能、集会機能を
まとめた複合施設となります。場所は、
北側か南側のどちらかになりますが、消
防分署も含めて今後の検討をしていきた
いと考えています。

建て替え時の学校学習機能や生涯学
習活動の継続や消防西分署建て替えの
必要性を考慮した敷地選定を考えてい
きます。

教育総務課

3

施設構成の一例にある、市民集い
の場として想定している図書室は、
学校の図書室と共用ということで
しょうか。

現在公民館にある図書室を拡充したも
のを想定しています。現在学校にある図
書室はそのまま利用していきます。

複合施設に設置する図書室が、市民
も学校も共に活用できるよう工夫して
いきたいと考えます。

教育総務課

4
複合施設に、義務教育施設として

の補助金の確保は可能なのか心配で
す。

学校機能の部分に対しては補助制度の
活用が可能です。生涯学習機能には補助
は難しい部分もありますが、できるだけ
国庫補助等の財源確保に努めていきたい
と考えています。

　当日の回答に同じ。 教育総務課

5
民間が運営する施設であっても、

補助金には影響はないでしょうか。

運営方法にもよります。国等との詰め
はこれからになりますが、一般的には指
定管理者制度は学校には使えませんが、
維持管理についての民間委託は問題はあ
りません。よく相談して進めたいと考え
ています。

どのような事業手法が市負担の軽減
が図れるか補助制度の活用等を含めて
検討していきます。

教育総務課

当日の質疑応答について
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6

まちづくり計画の表に、市道８１
６号曲松２丁目付近の整備とありま
す。ここは道路が狭い割に自動車の
往来が激しい状況です。整備が済め
ば車いすでも安全に通ることができ
るようになるのでしょうか。

平成２５年度は、沿線で協力いただい
た箇所で歩道を設置する予定となってい
ます。車いすで通れるような広域的な計
画はないものの、危険な個所は多々ある
ので、個別に権利者と交渉し、協力いた
だいたうえで、安全な道造りに努めたい
と考えます。

　当日の回答に同じ。 道路整備課

7

複合施設については、ＰＴＡから
も心配の声が上がっています。特に
スポーツ施設の共用などは、安全面
からも心配があります。事前にコ
ミュニケーションの場を持ってもら
い、情報を共有してもらいたいと思
います。

　（要望）

平成２５年１２月に西中学校ＰＴＡ
役員会において概要説明を実施しまし
た。引き続きＰＴＡの皆さんをはじ
め、地域の方々のご意見を伺いながら
事業を進めてまいります。

教育総務課

8
学校に災害時の備蓄物資である水

や乾パンがほとんどありませんが、
しっかりと準備してもらいたい。

（要望）

神奈川県が想定する切迫性のある県
西地震や東海地震の避難者数をカバー
するアルファ米を避難所ごとに備蓄し
ています。

飲料水については非常用飲料水貯水
槽等により確保しています。

防災課

教育総務課

9
公共施設再配置計画は首長が代

わっても反故にされないでしょう
か。何か担保はありますか。

総合計画に位置付けられ、議会の議決
をいただいています。

　当日の回答に同じ。 企画課
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10

学校前の会館通りは、歩道と車道
の区別が無くて危険です。生徒が利
用する道路でもあるため、何か区別
できる工夫は無いでしょうか。

御指摘の道路は沿道に民家が張り付き
拡幅は困難です。グリーンの視覚に訴え
るようなカラー舗装も行っているが、対
応については学校や関係機関と相談して
考えていきたいと思います。

　当日の回答に同じ。
道路整備課

11
ウインドウズＸＰのサポートが終

了しますが、市のパソコンのＯＳの
更新は進んでいるのでしょうか。

　計画的に進めています。
平成２６年３月末までに対応完了予

定です。
情報システ
ム化

12

職員が利用しているパソコンによ
る外部サイトへのアクセス履歴は管
理されているのでしょうか。

また、集中管理されていないパソ
コンはあるのでしょうか。

接続の記録が残るようになっていま
す。

また、例外はありますが、基本的には
全て集中管理されています。

　当日の回答に同じ。
情報システ
ム化

13

道路のパトロールはどのくらいの
頻度で行っているのでしょうか。側
溝の堆積物の除去もしっかりと行っ
てもらいたいと思います。

建設部の職員が毎日、区域を順番に分
けて行っています。側溝の清掃も道路管
理課が行っています。

ご要望のように対応していきたいと
考えています。

道路管理課

14

堀西から千村５丁目にかけて、平
成２５の１０月１日の短時間での豪
雨で、冠水しました。市では情報を
把握しているのでしょうか。対応策
はどうなっているのでしょうか。

状況は把握しており、順次下水道整備
計画を進めていきたいと考えています。
また、すぐにできることがあれば対応し
たいので、自治会の方などからも状況を
伺い、説明等していきたいと考えます。

　当日の回答に同じ。

下水道施設
課

下水道河川
整備課
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15

自治会の未加入者のごみ捨てマ
ナーが悪く困っています。特にマン
ションの新規転入者の対応に苦慮し
ています。市から、マンションの管
理会社やオーナーへ働きかけを行
い、マナーの順守を徹底するよう指
導して欲しいと思います。

「ごみカレンダーももらっていな
い」と言って、ルールを守らない人
もいます。

学生が多い地区で同様の問題がありま
すので、そういった地区を参考にしなが
ら、対応を検討したいと思います。

ごみカレンダーは新規転入の手続きの
際、窓口で配布をしています。

ゴミ出しのルールを守らないアパー
ト、マンション等については居住され
る方にゴミ出しのルールの徹底を図る
ため、アパート等の管理会社やオー
ナーに市から通知を出しています。さ
らにその指導が徹底できない場合など
は市が直接、居住者の方を指導した
り、各部屋にチラシを配布するなどし
ております。

ごみカレンダーについては新規転入
手続き時に「ごみと資源の分別カレン
ダー、ごみと資源の分け方、出し方ガ
イド」を配付しています。

清掃事業所

16

新規転入者には、自治会加入をす
すめ、会長の所へ連絡をするような
働きかけをしてもらいたいと思いま
す。

また、自治会回覧で全戸配布のも
のは、未加入者へも配布するのでス
トレスとなっています。

現在新規転入者には窓口で自治会加入
を働きかけています。回覧については、
自治会さんへ、ルールを決めてお願いし
ています。

　当日の回答に同じ。

市民自治振
興課

戸籍住民課

5 / 6 ページ



西地区

17

黒岩知事が県アピールのため、県
内各地でアイドルグループの振り付
けをしながら宣伝している場面を
ネットで配信しています。秦野市で
は弘法の里湯の前で行われました
が、その際、秦野３兄弟の一人が一
緒に出演していました。弘法の里湯
のキャラクターはつるまき千吉君で
はないのでしょうか。キャラクター
戦略の一貫性が感じられません。

　経緯を確認します。

現在、秦野市では観光協会がプロ
デュースした「丹沢はだの三兄弟」を
いわゆる「ゆるキャラ」として、観光
振興を進めるうえで活用しています。

このため、県の発案で進められた
「ＡＫＢ４８」の神奈川県版プロモー
ションビデオにも丹沢はだの三兄弟が
出演しています。

一方つるまき千吉君は弘法の里湯オ
リジナルキャラクターではなく、鶴巻
温泉街の再活性化に向けて観光協会が
考案したものです。現在、着ぐるみは
ありませんが、印刷物等を親しみやす
いものにするために、活用していると
ころです。

商工観光課

18
報徳サミットを一過性にしないた

めにも、今後の取り組みが重要だと
思います。

教育委員会とよく相談して、今後も二
宮尊徳の考え方を今の時代に生かし、い
いまちづくりができるように考えていき
たいと思います。

　当日の回答に同じ。 生涯学習課
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