
第２回岡谷市公共施設のあり方検討市民会議 

                         平成１９年７月１８日 

                                           勤労会館 講堂 

１  開   会                           

                                    

２  市民憲章唱和                        

   

３  あいさつ  

 

 

４  協  議 「公共施設のあり方検討について」  

   

    １） 公共施設の目的について 

             

        ＊条例に定められた公共施設の設置目的 

 

                        

    ２） 他市町村の公共施設について 

          

        ＊諏訪市、茅野市、下諏訪町の公共施設 

 

 

    ３） 施設の運営実態について  

           

        ＊使用料・手数料の見直し、公共施設のあり方検討調査様式 

 

 

    ４） 利用者アンケートについて 

 

        ＊利用者アンケートの例 

 

 

    ５） 基準（ものさし）づくりについて 

 

        ＊先進事例の検討 

 

 

５  閉   会   

 

 



検討市民会議

　　　

特記事項 （記入中に気づいたことなど自由にメモ書きください。例：保育園は必需だが数は多いかもしれない）
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《シートの形式について》

先進事例を見ても「基準」の捉え方はさまざまです。

「ものさし」、「マトリックス」、「フローチャート」など、いろいろな形があります。

《フローチャート》

《ものさし》

　

《マトリックス・２軸（非交差）》

《マトリックス・２軸（交差）》



○　多くの施設を分類しやすいのはマトリックス形式と考えられます。

　(基準となるべきゼロ指標を決めるまでは非交差型が取組みやすい。)



№ 施設名 施設設置目的
施設設置条例の根拠
（法令・条例・規則等）

制定年月日

1 岡谷市文化会館（カノラホール） 文化の振興と市民福祉の増進を図る
岡谷市文化会館条例
岡谷市文化会館条例施行規則

平成1年3月28日

2 日本童画美術館（イルフ童画館）
武井武雄作品を主とした童画をはじめ、美術品等の
収集、保存及び展示を目的として必要な事業を行う

日本童画美術館条例
日本童画美術館条例施行規則

平成9年10月1日

3 岡谷市霊園（内山霊園） 聖地への墳墓の造営又は碑石等の建設
岡谷市霊園条例
岡谷市霊園条例施行規則

昭和45年4月1日

4 清掃工場
廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持を
図る

岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例
岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

5 おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ） 市民福祉の充実及び生涯学習の推進 岡谷福祉センター条例 平成15年6月30日

6 岡谷市通園訓練施設まゆみ園
心身の発達に支援を必要とする児童の機能訓練、生
活指導等を行い、児童の育成を助長する

岡谷市通園訓練施設まゆみ園
岡谷市通園訓練施設まゆみ園条例施行規則

平成17年6月30日
昭和53年4月1日

7 岡谷健康福祉施設（ロマネット） 市民の健康福祉増進を図る
岡谷健康福祉施設条例
岡谷健康福祉施設条例施行規則

平成7年3月31日

8 岡谷市福祉作業所
就労することが困難な在宅の障害者等に対し、機能
訓練、生活指導等を行い、在宅福祉の充実を図る

岡谷市福祉作業所条例
岡谷市福祉作業所施行規則

平成16年6月25日
平成16年6月25日

9 岡谷市在宅介護支援センター

地域住民の在宅介護を総合的に支援するとともに、
岡谷市地域包括支援センターと連携を図りながら、
要援護高齢者及びその介護者等の在宅介護に係る
総合的な支援を図る

岡谷市在宅介護支援センター設置要綱 平成18年3月28日

10 岡谷市保育所 児童を保育する
岡谷市保育所条例
岡谷市保育所条例施行規則

昭和38年3月25日
昭和45年8月1日

11 岡谷市保健センター 市民の健康の保持及び増進を図る
岡谷市保健センター条例
岡谷市保健センター条例施行規則

昭和60年3月30日
平成1年12月25日

12 岡谷市岡谷駅前広場・買物広場
岡谷駅前における公衆の利便と通行の安全、円滑を
図る

岡谷市岡谷駅前広場等条例
岡谷市駅前広場等条例施行規則

昭和59年3月30日

13 岡谷市中央町駐車場
中心市街地の都市機能の確保及び市民福祉の増進
に寄与する

岡谷市駐車場条例
岡谷市駐車場条例施行規則

平成9年3月31日

14 岡谷市岡谷駅前自転車駐車場
自転車及び原動機付自転車の秩序ある適正な駐車
の促進を図る

岡谷市岡谷駅前自転車駐車場条例
岡谷市岡谷駅前自転車駐車場条例施行規則

平成10年12月22日

15 岡谷市中央町アミューズメント施設
市民生活の向上と地域経済の発展に寄与し、市民の
健全な余暇活力の増進に資する

岡谷市アミューズメント施設条例 平成9年3月31日

公共施設の設置目的及び根拠法令



№ 施設名 施設設置目的
施設設置条例の根拠
（法令・条例・規則等）

制定年月日

公共施設の設置目的及び根拠法令

16 岡谷太鼓道場（鼓鳴館） 和太鼓の伝承発展と芸能文化等の振興
岡谷太鼓道場条例
岡谷太鼓道場条例施行規則

平成15年12月24日

17
イルフプラザ（商業活性化センター・カ
ルチャーセンター・こどものくに）

中心市街地の活性化及びにぎわいの創出に寄与し、
並びにライフステージに応じた生涯学習の機会及び
親子のふれあいの場を支援する

岡谷市イルフプラザ条例
岡谷市イルフプラザ条例施行規則

平成14年11月6日

18 テクノプラザおかや 産業の振興と地域経済の活性化を促進する
テクノプラザおかや条例
テクノプラザおかや条例施行規則

平成14年3月27日

19 岡谷市勤労青少年ホーム 勤労青少年の福祉の増進及び健全な育成を図る
岡谷市勤労青少年ホーム条例
岡谷市勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和49年4月1日

20 岡谷市勤労会館 働く市民の福祉の増進と文化の向上に寄与する
岡谷市勤労会館条例
岡谷市勤労会館条例施行規則

昭和57年3月30日

21 岡谷市都市公園
都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の
増進に資する

岡谷市都市公園条例
岡谷市都市公園条例施行規則

昭和61年3月31日

22 岡谷市営住宅

健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、
これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家
賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安
定と社会福祉の増進に寄与する

岡谷市営住宅条例
岡谷市営住宅条例施行規則

平成9年12月25日

23 岡谷市温泉スタンド 市民の健康保持と福祉増進を図る
岡谷市温泉事業給湯条例
岡谷市温泉事業給湯条例施行規則

平成1年3月28日

24 岡谷市立学校
学校教育法及び地方自治法に基づく小学校及び中
学校

岡谷市立学校設置条例 昭和49年12月13日

25 旧林家住宅
文化財の保存と活用を図ることにより、市民の文化
の向上に寄与する

旧林家住宅条例
旧林家住宅条例施行規則

平成6年3月31日

26 旧渡辺家住宅
文化財の保存と活用を図ることにより、市民の文化
の向上に寄与する

旧渡辺家住宅条例
旧渡辺家住宅条例施行規則

平成3年6月10日
平成3年8月1日

27 岡谷市塩嶺野外活動センター
市民が自然に親しみながら野外における生活体験や
宿泊体験を通じ、豊かな情操を培い、心身の健全な
育成を図る

岡谷市塩嶺野外活動センター条例
岡谷市塩嶺野外活動センター条例施行規則

平成14年3月27日

28 岡谷市公民館（湊・川岸・長地）

市町村その他一定区域内の住民のために、実際生
活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業
を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情
操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進
に寄与する

岡谷市公民館条例
岡谷市公民館条例施行規則

昭和39年5月16日



№ 施設名 施設設置目的
施設設置条例の根拠
（法令・条例・規則等）

制定年月日

公共施設の設置目的及び根拠法令

29 市立岡谷図書館
図書その他の資料の提供を中心とする諸活動によっ
て、市民の教育、文化、調査研究、レクリエーション
等に資する

市立岡谷図書館条例
市立岡谷図書館条例施行規則

昭和26年8月1日
昭和54年6月25日

30 市立岡谷蚕糸博物館
我が国の蚕糸業の発展過程における蚕糸機械器具
及び関係資料を収集し、これを教育的配慮のもとに
展示して、公衆の利用に供する

市立岡谷蚕糸博物館条例
市立岡谷蚕糸博物館条例施行規則

昭和39年7月13日

31 市立岡谷美術考古館
郷土に関係の深い文化財をはじめ、美術品等の資料
を収集及び保管し、教育的配慮のもとに展示して公
衆の利用に供する

市立岡谷美術考古館条例
市立岡谷美術考古館条例施行規則

昭和45年9月28日

32 市営岡谷球場 球場
市営岡谷球場条例
市営岡谷球場条例施行規則

昭和24年9月12日
平成17年3月24日

33 岡谷市営射撃場 射撃場
岡谷市営射撃場条例
岡谷市営射撃場条例施行規則

昭和42年3月29日
昭和42年4月1日

34 岡谷市民水泳プール（屋内・屋外） 市民の健康と体育の振興を図る
岡谷市民水泳プール条例
岡谷市民水泳プール条例施行規則

昭和56年3月30日

35 岡谷市民総合体育館 市民の健康と体育の振興を図る
岡谷市民総合体育館条例
岡谷市民総合体育館条例施行規則

昭和50年5月29日

36
岡谷市民スポーツ広場
（川岸・湖畔・今井西）

市民の健康と体育の振興を図る
岡谷市民スポーツ広場条例
岡谷市民スポーツ広場条例施行規則

昭和42年3月29日
昭和42年4月1日

37 岡谷市営庭球場 庭球場
岡谷市営庭球場条例
岡谷市営庭球場条例施行規則

昭和54年3月26日
昭和54年3月28日

38 岡谷市やまびこ国際スケートセンター 市民の健康と体育の振興を図る
岡谷市やまびこ国際スケートセンター条例
岡谷市やまびこ国際スケートセンター条例施行規則

平成6年3月31日

39
病院　　（市立岡谷病院・健康保険岡
谷塩嶺病院）

市民の健康保持に必要な医療及びこれに附帯する
業務を提供する

岡谷市病院事業の設置等に関する条例
岡谷市病院事業の設置等に関する条例施行規則

昭和41年12月26日




