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第１第１第１第１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

砺波市では、合併のメリットである行財政の効率化を実現するため、これま

でも公共施設の統廃合や定員適正化計画による職員数の削減などに取り組み、

一定の成果を挙げられてきた。 

しかしながら、合併による普通交付税の特例期間が終了し、平成２７年度か

ら段階的に交付額が減額されることになっており、今後の行政運営に少なから

ず影響を及ぼすことが懸念される。 

このような状況を踏まえ、市では、「公共施設（建物以外）の適正配置」につ

いて、平成２５年度に市職員で構成する行政改革庁内会議専門部会において検

討され、平成２６年度にその検討内容が砺波市行政改革市民会議（以下「市民

会議」という。）に報告された。 

市民会議では市からの報告内容をさらに深く検討するため、当専門部会を設

置した。 

この程、専門部会においてその調査及び審議結果をとりまとめたので、市民

会議に次のとおり報告する。 

  

第２第２第２第２    専門部会の開催専門部会の開催専門部会の開催専門部会の開催経過経過経過経過    

    

１１１１    第１回専門部会第１回専門部会第１回専門部会第１回専門部会    

（１）日時 平成２６年７月２２日（火） 午後１時３０分～３時３０分 

 （２）場所 砺波市役所小ホール 

 （３）内容 役員互選、調査研究の対象施設の選定、意見交換 

２２２２    第２回専門部会第２回専門部会第２回専門部会第２回専門部会    

 （１）日時 平成２６年８月８日（金）  午後１時３０分～４時３０分 

 （２）場所 砺波市役所小ホール 

 （３）内容  ８施設の現地視察、意見聴取の対象施設及び利用団体の選定、

意見交換 

３３３３    第３回専門部会第３回専門部会第３回専門部会第３回専門部会    

 （１）日時 平成２６年８月２６日（火） 午後１時３０分～４時 

 （２）場所 砺波市役所小ホール 

 （３）内容 利用団体の意見聴取、意見交換 

４４４４    第４回専門部会第４回専門部会第４回専門部会第４回専門部会    

 （１）日時 平成２６年９月３０日（火） 午後１時３０分～２時３０分      

 （２）場所 砺波市役所小ホール 

 （３）内容 報告書（案）のとりまとめ、意見交換 
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第３第３第３第３    専門部会における専門部会における専門部会における専門部会における基本基本基本基本方針方針方針方針等等等等    

    

１１１１ 体育施設を中心とした「建物以外の公共施設２３施設」について、評価の

対象とし、今後のあり方を検討する。ただし、夜間照明施設（夜間照明施設（夜間照明施設（夜間照明施設（５５５５施設施設施設施設））））につにつにつにつ

いては、いては、いては、いては、学校施設と一体のものとして検討すべきであり、本部会の検討対象本部会の検討対象本部会の検討対象本部会の検討対象

から除くものから除くものから除くものから除くものとするとするとするとする。。。。 

２２２２ 評価の結果、砺波総合砺波総合砺波総合砺波総合運動公園運動公園運動公園運動公園や弁財天スポーツや弁財天スポーツや弁財天スポーツや弁財天スポーツ公園（公園（公園（公園（弁財天弁財天弁財天弁財天野球場）野球場）野球場）野球場）

など１１など１１など１１など１１施設施設施設施設にににについては、ついては、ついては、ついては、当該施設の利用状況や地域性などを総合的に検討

のうえ、現状現状現状現状維持維持維持維持（（（（存続存続存続存続））））すべきすべきすべきすべき施設施設施設施設ととととしたしたしたした。。。。    

３３３３ また、高道グラウンドまた、高道グラウンドまた、高道グラウンドまた、高道グラウンドなどなどなどなど７施設については、７施設については、７施設については、７施設については、利用状況、現地利用状況、現地利用状況、現地利用状況、現地視察視察視察視察及び及び及び及び

利用団体の利用団体の利用団体の利用団体の意見聴取意見聴取意見聴取意見聴取等等等等をををを踏まえ、踏まえ、踏まえ、踏まえ、幅広い視点から施設の方向性を幅広い視点から施設の方向性を幅広い視点から施設の方向性を幅広い視点から施設の方向性を重点的に重点的に重点的に重点的に

検討する検討する検討する検討することとした。こととした。こととした。こととした。 

  なお、検討にあたっては、施設の統廃合及び転用のみならず、管理運営の

あり方、施設の積極的な活用にも言及し、幅広い議論を行う。 

  （上記２、３につき下記の表を参照のこと。） 

    

  【評価対象とした１８施設】 

施設 

分類 
現状維持（存続）の施設 重点重点重点重点検討検討検討検討のののの施設施設施設施設    

評価対象 

施設数 

グラウ

ンド・ 

競技場 

砺波総合運動公園（多目的競技

場、野球・ソフトボール広場、

サッカー・ラグビー広場）、 

砺波向山健民公園健民広場、 

弁財天スポーツ公園（弁財天野

球場）、上和田緑地 

高道グラウンド高道グラウンド高道グラウンド高道グラウンド    

中村グラウンド中村グラウンド中村グラウンド中村グラウンド    
８ 

陸上競

技場 
砺波市民総合運動場     １ 

野球場 砺波総合運動公園野球場     １ 

テニス

コート 
    

砺波向山健民公園テニスコート砺波向山健民公園テニスコート砺波向山健民公園テニスコート砺波向山健民公園テニスコート    

鷹栖テニスコート鷹栖テニスコート鷹栖テニスコート鷹栖テニスコート    

太田テニスコート太田テニスコート太田テニスコート太田テニスコート    

閑乗寺夢木香村テニスコート閑乗寺夢木香村テニスコート閑乗寺夢木香村テニスコート閑乗寺夢木香村テニスコート    

４ 

プール 
砺波総合運動公園温水プール

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 
庄川プール庄川プール庄川プール庄川プール    ３ 

ゴルフ

場 
庄川パットゴルフ場  １ 

計 １１施設 ７施設 １８ 
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第４第４第４第４    専門部会専門部会専門部会専門部会ににににおける重点施設おける重点施設おける重点施設おける重点施設の検討内容の検討内容の検討内容の検討内容    

    

１１１１    高道グラウンド・中村グラウンド高道グラウンド・中村グラウンド高道グラウンド・中村グラウンド高道グラウンド・中村グラウンド（施設概要は別添調書を参照）（施設概要は別添調書を参照）（施設概要は別添調書を参照）（施設概要は別添調書を参照）    

    

（１）検討方針（１）検討方針（１）検討方針（１）検討方針    

両グラウンドは、となみチューリップフェア（以下「フェア」という。） 

での駐車場として利用されていることから、体育施設としてのみでな 

く、通年利用を含めた今後のあり方を検討する。 

 

 （２）専門部会の検討結果（２）専門部会の検討結果（２）専門部会の検討結果（２）専門部会の検討結果    

   アアアア    高道グラウンド高道グラウンド高道グラウンド高道グラウンド    

            （ア）（ア）（ア）（ア）    結論結論結論結論    

当該施設は、フェア開催時にお当該施設は、フェア開催時にお当該施設は、フェア開催時にお当該施設は、フェア開催時におけるけるけるける駐車場としての利用が不可欠駐車場としての利用が不可欠駐車場としての利用が不可欠駐車場としての利用が不可欠

であり、当分の間、であり、当分の間、であり、当分の間、であり、当分の間、現状現状現状現状維持維持維持維持ととととすべきである。すべきである。すべきである。すべきである。    

（補足意見）（補足意見）（補足意見）（補足意見）    

１１１１    将来的にフェア駐車場としての機能が不要となった場合は、将来的にフェア駐車場としての機能が不要となった場合は、将来的にフェア駐車場としての機能が不要となった場合は、将来的にフェア駐車場としての機能が不要となった場合は、

体育施設としては廃止し、その機能は中村グラウンドで代替す体育施設としては廃止し、その機能は中村グラウンドで代替す体育施設としては廃止し、その機能は中村グラウンドで代替す体育施設としては廃止し、その機能は中村グラウンドで代替す

ることが望ましい。ることが望ましい。ることが望ましい。ることが望ましい。    

２２２２    このことから、当面は敷地の借地契約を継続する必要があるこのことから、当面は敷地の借地契約を継続する必要があるこのことから、当面は敷地の借地契約を継続する必要があるこのことから、当面は敷地の借地契約を継続する必要がある

が、費用対効果の観点から借地料の軽減に努めるべきである。が、費用対効果の観点から借地料の軽減に努めるべきである。が、費用対効果の観点から借地料の軽減に努めるべきである。が、費用対効果の観点から借地料の軽減に努めるべきである。    

    

（（（（イイイイ））））    理由理由理由理由    

ａａａａ    施設利用者施設利用者施設利用者施設利用者及び類似施設及び類似施設及び類似施設及び類似施設の状況の状況の状況の状況    

                    当該施設は体育施設としての年間利用者数が少なく、２千人程 

度である。 

また、近隣に類似施設の中村グラウンドがあり、利用団体は同グ 

ラウンドを代替施設として利用することが可能である。 

ｂｂｂｂ    維持管理維持管理維持管理維持管理の状況の状況の状況の状況    

                                当該施設は借地であり、借地料が高額である。 

        また、利用率の低さから、施設管理のコスト増（雑草対策等） 

も発生している。 

     ｃｃｃｃ    フェアフェアフェアフェア時の時の時の時の駐車場としての状況駐車場としての状況駐車場としての状況駐車場としての状況    

                            当該施設はフェア時の駐車場として活用されており、現在のと

ころ、代替策（県西部体育センター河川敷駐車場などをシャトル

バスの発着場にする等）については、シャトルバスや運転手の確

保の面から確立するに至っていない。 
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イイイイ    中村グラウンド中村グラウンド中村グラウンド中村グラウンド    

（ア）（ア）（ア）（ア）    結論結論結論結論    

当該施設は、フェア開催時にお当該施設は、フェア開催時にお当該施設は、フェア開催時にお当該施設は、フェア開催時におけるけるけるける駐車場としての利用が不可欠駐車場としての利用が不可欠駐車場としての利用が不可欠駐車場としての利用が不可欠

であり、当分の間、現状維持であり、当分の間、現状維持であり、当分の間、現状維持であり、当分の間、現状維持ととととすべきである。すべきである。すべきである。すべきである。    

（補足意見）（補足意見）（補足意見）（補足意見）    

１１１１    将来的にフェア駐車場としての機能が不要となった場合であ将来的にフェア駐車場としての機能が不要となった場合であ将来的にフェア駐車場としての機能が不要となった場合であ将来的にフェア駐車場としての機能が不要となった場合であ

っっっっても、ても、ても、ても、引き続き引き続き引き続き引き続き体育施設として存続し体育施設として存続し体育施設として存続し体育施設として存続し、、、、利活用利活用利活用利活用ししししていくべきていくべきていくべきていくべき

である。である。である。である。    

２２２２    当該施設当該施設当該施設当該施設についてについてについてについてはははは、、、、必ずしも必ずしも必ずしも必ずしも利用率利用率利用率利用率が高いとはいえない側が高いとはいえない側が高いとはいえない側が高いとはいえない側

面があることから、面があることから、面があることから、面があることから、そのそのそのその積極的な利積極的な利積極的な利積極的な利活用を推進するとともに、活用を推進するとともに、活用を推進するとともに、活用を推進するとともに、

引き続き、引き続き、引き続き、引き続き、借地部分の買収を進めることが望ましい。借地部分の買収を進めることが望ましい。借地部分の買収を進めることが望ましい。借地部分の買収を進めることが望ましい。 

    

（イ）（イ）（イ）（イ）    理由理由理由理由    

ａａａａ    施設利用者及び類似施設の状況施設利用者及び類似施設の状況施設利用者及び類似施設の状況施設利用者及び類似施設の状況 

当該施設は体育施設としての年間利用者数が比較的多く、７千 

人程度であるが、施設全体が有効に活用されているとも言えない。 

また、近隣に類似施設の高道グラウンドがあり、高道グラウン 

ドが整理・統合された場合、その受け皿になることが可能である。 

ｂｂｂｂ    維持管理維持管理維持管理維持管理の状況の状況の状況の状況    

                            当該施設の一部に借地部分があるため、市が買収を進めている。 

           ｃｃｃｃ    イベント駐車場としての状況イベント駐車場としての状況イベント駐車場としての状況イベント駐車場としての状況    

                            当該施設はフェアの主たる駐車場として利用されており、また、 

その他のイベントでの利用率も高い。 

 

   ウウウウ    部会における部会における部会における部会における意見（主なもの）意見（主なもの）意見（主なもの）意見（主なもの）    

   （ア）委員の意見（ア）委員の意見（ア）委員の意見（ア）委員の意見【高道グラウンド・中村グラウンド】【高道グラウンド・中村グラウンド】【高道グラウンド・中村グラウンド】【高道グラウンド・中村グラウンド】    

ａａａａ フェア時の駐車場としての代替機能の有無を検証したうえで、

初めて体育施設としての方向性を出すことができる。【高道】    

ｂｂｂｂ 借地料が多額であり、フェアの駐車場のためだけにそれだけの

経費がかかっているならば、今後のあり方を検証すべきである。

【高道】 

ｃｃｃｃ 体育施設として不要な施設を駐車場として使用するために存続 

させることは問題がある。【高道】 

ｄｄｄｄ 真に必要な施設であれば、借地は避け、購入すべきである。 

【高道・中村】 

ｅｅｅｅ 購入や返却を視野に入れ、借地料の適正化を図るべきである。 

【高道】 

ｆｆｆｆ    将来的に整理・統合の可能性がある施設であれば、購入すべき 



- 5 - 

 

ではない。【高道】 

ｇｇｇｇ 両グラウンドは位置が近く、集約も検討すべきである。 

【高道・中村】 

hhhh 廃止・統合を議論するならば、利用者のことを考えて代替施設 

も考慮すべきである。【高道・中村】 

iiii    高道グラウンドの利用団体については、中村グラウンドを代替 

施設として利用することが可能である。【高道・中村】    

jjjj 当該地区（高道地区）においては、高道グラウンドが以前あっ 

た施設（勤労者運動場）の代替施設の認識もあることを考慮すべ 

きである。【高道】 

ｋｋｋｋ    「当面は現状維持」とする場合は、体育施設としての位置付け 

や施設の管理などについて再検討を要する。【高道】 

 

２２２２    市内市内市内市内テニスコート施設テニスコート施設テニスコート施設テニスコート施設（施設概要は別添調書を参照）（施設概要は別添調書を参照）（施設概要は別添調書を参照）（施設概要は別添調書を参照）    

    

    （１）検討方針（１）検討方針（１）検討方針（１）検討方針    

砺波市にあるテニスコート４施設（学校施設を除く）について、施設 

の分散・集約を含め、今後のあり方を検討する。 

 

 （２）（２）（２）（２）専門部会の検討結果専門部会の検討結果専門部会の検討結果専門部会の検討結果    

アアアア    結論結論結論結論    

市内テニスコ市内テニスコ市内テニスコ市内テニスコート施設については、将来的にート施設については、将来的にート施設については、将来的にート施設については、将来的に、施設の適正配置を、施設の適正配置を、施設の適正配置を、施設の適正配置を

図りながらその図りながらその図りながらその図りながらその一部一部一部一部をををを集約集約集約集約化化化化することを基本としてすることを基本としてすることを基本としてすることを基本として、、、、計画的な計画的な計画的な計画的な施設施設施設施設

整備整備整備整備に取り組むに取り組むに取り組むに取り組むべきである。べきである。べきである。べきである。    

（補足意見）（補足意見）（補足意見）（補足意見）    

１１１１    施設整備計画に当たっては、市内中学校のテニスコート整備施設整備計画に当たっては、市内中学校のテニスコート整備施設整備計画に当たっては、市内中学校のテニスコート整備施設整備計画に当たっては、市内中学校のテニスコート整備

との関連を整理する必要がある。（なお、との関連を整理する必要がある。（なお、との関連を整理する必要がある。（なお、との関連を整理する必要がある。（なお、鷹栖テニスコートは鷹栖テニスコートは鷹栖テニスコートは鷹栖テニスコートは、、、、

現在、現在、現在、現在、出町中学校の部活動出町中学校の部活動出町中学校の部活動出町中学校の部活動でででで利用利用利用利用ししししてててていることから、少なくといることから、少なくといることから、少なくといることから、少なくと

もその間は、もその間は、もその間は、もその間は、現状現状現状現状維持維持維持維持とすとすとすとすべきであべきであべきであべきであるるるる。。。。））））    

２２２２    閑乗寺夢木香村テニスコートは閑乗寺夢木香村テニスコートは閑乗寺夢木香村テニスコートは閑乗寺夢木香村テニスコートは、、、、宿泊施設との連携もあるこ宿泊施設との連携もあるこ宿泊施設との連携もあるこ宿泊施設との連携もあるこ

とから、とから、とから、とから、当面は現状維持とすべきである。当面は現状維持とすべきである。当面は現状維持とすべきである。当面は現状維持とすべきである。    

３３３３    施設施設施設施設を整理・統合する場合はを整理・統合する場合はを整理・統合する場合はを整理・統合する場合は、、、、工業工業工業工業団地団地団地団地内に立地し内に立地し内に立地し内に立地し、、、、今後今後今後今後のののの

施設施設施設施設集約集約集約集約先先先先としてとしてとしてとしては、は、は、は、拡張が困難な拡張が困難な拡張が困難な拡張が困難な太田テニスコート太田テニスコート太田テニスコート太田テニスコートはははは廃止す廃止す廃止す廃止す

べきであり、べきであり、べきであり、べきであり、そのそのそのその際には当該際には当該際には当該際には当該跡地跡地跡地跡地をををを工業団地用地として有効利工業団地用地として有効利工業団地用地として有効利工業団地用地として有効利

用する用する用する用することが望ましい。ことが望ましい。ことが望ましい。ことが望ましい。    
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イイイイ    理由理由理由理由    

（（（（アアアア）施設利用者）施設利用者）施設利用者）施設利用者及び類似施設及び類似施設及び類似施設及び類似施設の状況の状況の状況の状況    

             現在市内にはテニスコート施設が４施設あり、太田テニスコート 

及び向山健民公園テニスコートに関しては、特に利用率が低い状況 

である。 

利用団体からも分散配置よりも充実した集約施設の整備が望まれ 

ている。 

現在の当市の施設では大規模な大会は開催することができない 

が、既に近隣他市には大規模な施設が整備されている。 

 

（（（（イイイイ））））市内テニスコート市内テニスコート市内テニスコート市内テニスコート施設の状況施設の状況施設の状況施設の状況                    

        ａａａａ    鷹栖テニスコート鷹栖テニスコート鷹栖テニスコート鷹栖テニスコート（２面：砂入り人工芝）    

                    年間利用者数は多く、４，５００人程度である。 

また、平成２５年度に砂入り人工芝に整備され、現在、主に出 

町中学校の部活動で使用されている。 

        ｂｂｂｂ    太田テニスコート太田テニスコート太田テニスコート太田テニスコート（２面：グリーンサンド）    

                    年間利用者数は少なく、１，０００人程度である。 

また、利用団体からはコート設備の改修が望まれている。 

        ｃｃｃｃ    向山健民公園テニスコート向山健民公園テニスコート向山健民公園テニスコート向山健民公園テニスコート（４面：グリーンサンド）    

年間利用者数は特に少なく、１５０人程度である。 

また、利用団体からはコート設備の改修が望まれている。 

近接して健民広場（グラウンド）やＢ＆Ｇ海洋センターが立地 

している。 

        ｄｄｄｄ    閑乗寺夢木香村テニスコート閑乗寺夢木香村テニスコート閑乗寺夢木香村テニスコート閑乗寺夢木香村テニスコート（４面：砂入り人工芝） 

        年間利用者数は２，０００人程度（※テニスコートの利用者数 

のみ）である。 

宿泊施設と連携した施設であり、一定の団体利用がある。 

 

ウウウウ    部会における意見部会における意見部会における意見部会における意見（主なもの）（主なもの）（主なもの）（主なもの）    

（ア）利用者の意見（ア）利用者の意見（ア）利用者の意見（ア）利用者の意見    

aaaa    現在の市内の施設では大きな大会（県大会以上）を開催すること 

ができない。 

bbbb        向山健民公園テニスコート及び閑乗寺夢木香村テニスコートは 

市域の端に立地し、不便である。また、閑乗寺夢木香村テニスコー 

トは、冬期間や夜間におけるアクセス道路の状態がよくない。 

cccc  向山健民公園テニスコート及び太田テニスコートは施設（コート） 

改修が望まれる。 

dddd  施設は分散配置よりも充実した集約施設が望ましい。 
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eeee        １２面以上のコートを有する充実した集約施設が、公共交通の 

利便性が高い場所にできるならば、施設の集約化もやむを得ない。 

 

（イ）（イ）（イ）（イ）委員の意見委員の意見委員の意見委員の意見 

ａａａａ 個々の施設の統廃合ではなく、学校施設のテニスコートも考慮

し、市のテニスコート全体としてのあり方を検討すべきである。 

ｂｂｂｂ 学校施設のテニスコート整備の方向性を見ながら、社会体育施

設としてテニスコートの方向性を出す必要がある。 

ｃｃｃｃ 近隣他市より施設数が多く、今後の方向性として集約化が適当

である。 

ｄｄｄｄ 分散して施設があることが砺波市の特徴であり、分散も必要で

ある。 

ｅｅｅｅ 大きな大会を開催可能な施設がなく、基幹施設は必要と考えら

れる。 

ｆｆｆｆ 基幹施設とともに、普段の練習等で使用する地区の施設も重要

である。 

ｇｇｇｇ 大きな大会が開催可能な施設は、近隣市に整備されており、当

市としては今後整備する必要はない。 

ｈｈｈｈ コートの状態から、改修・整備が必要な施設もある。 

ｉｉｉｉ 太田テニスコートと向山健民公園テニスコートのどちらかに集

約して施設を充実させてはどうか。 

ｊｊｊｊ    太田テニスコートは、立地条件からも充実した施設へ整備する

ことは難しい。 

ｋｋｋｋ    向山健民公園テニスコートは、市街地から遠いことから不便で 

あるとの意見もあるが、周辺の施設環境を含め、整備可能な施設  

である。 

ｌｌｌｌ 庄西中学校テニスコートを整備し（付属施設含む）、一般でも利 

用可能にすることが望ましい。 

ｍｍｍｍ            閑乗寺夢木香村テニスコートは支出が少なく、また、宿泊施設 

との連携もあることから、現状維持が望ましい。 

ｎｎｎｎ   鷹栖テニスコートは出町中学校が部活動において利用する限り

は、現状を維持せざるを得ない。 

 

３３３３    庄川プール庄川プール庄川プール庄川プール（施設概要は別添調書を参照）（施設概要は別添調書を参照）（施設概要は別添調書を参照）（施設概要は別添調書を参照）    

    

    （１）検討方針（１）検討方針（１）検討方針（１）検討方針    

                休止状態にあるという現状を踏まえ、施設の廃止（転用）を含めて、 

今後のあり方を検討する。 
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 （２）専門部会の検討結果（２）専門部会の検討結果（２）専門部会の検討結果（２）専門部会の検討結果    

アアアア    結論結論結論結論    

    当該施設は当該施設は当該施設は当該施設は、、、、施設施設施設施設がががが老朽化等老朽化等老朽化等老朽化等していることや屋外プールの需要動向なしていることや屋外プールの需要動向なしていることや屋外プールの需要動向なしていることや屋外プールの需要動向な

どどどどを踏まえ、廃止することが妥当である。を踏まえ、廃止することが妥当である。を踏まえ、廃止することが妥当である。を踏まえ、廃止することが妥当である。    

    また、また、また、また、用途用途用途用途廃止後は廃止後は廃止後は廃止後は、当該施設を、当該施設を、当該施設を、当該施設を速やかに取速やかに取速やかに取速やかに取りりりり壊し、壊し、壊し、壊し、近隣近隣近隣近隣の遊休の遊休の遊休の遊休市有市有市有市有

地を含め地を含め地を含め地を含め、、、、跡地を有効活用跡地を有効活用跡地を有効活用跡地を有効活用することが望ましい。することが望ましい。することが望ましい。することが望ましい。    

    

イイイイ    理由理由理由理由    

（ア）施設の老朽化（ア）施設の老朽化（ア）施設の老朽化（ア）施設の老朽化    

             当該施設は老朽化が著しく、昨年度のシーズン途中から全面的に 

休止している施設である。 

 

（イ）施設利用者の状況（イ）施設利用者の状況（イ）施設利用者の状況（イ）施設利用者の状況    

                特定の利用団体はなく、地元団体からも昨年の休止以降、存続の 

要望及び廃止に反対する意見はない。 

 

（ウ）類似施設の状況（ウ）類似施設の状況（ウ）類似施設の状況（ウ）類似施設の状況    

                市内には、当該施設のほかに類似の社会体育施設として、Ｂ＆Ｇ 

海洋センタープール及び砺波市温水プールがある。 

また、近くには今年度改修した庄川小学校プールもある。 

 

ウウウウ    部会における意見（主なもの）部会における意見（主なもの）部会における意見（主なもの）部会における意見（主なもの）    

            （ア）委員（ア）委員（ア）委員（ア）委員の意見の意見の意見の意見    

     ａａａａ 現在休止中であるが、廃止の決定をするにあたっては、以前の

利用者の意見も参考にするべきである。 

     ⇒ 意見聴取なし。（地元団体（庄川小学校 PTA や地区自治振興会） 

からの反対意見なし）。 

     ｂｂｂｂ 近くの庄川生涯学習センターの駐車場として活用することが望

ましい。 

     ｃｃｃｃ 代替施設も市内に十分にあり、付近の学校施設のプールも改修

済である。 
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４４４４    砺波市の体育施設（屋外）全般に対する意見砺波市の体育施設（屋外）全般に対する意見砺波市の体育施設（屋外）全般に対する意見砺波市の体育施設（屋外）全般に対する意見    

    

（１）（１）（１）（１）総論的総論的総論的総論的意見意見意見意見    

砺波砺波砺波砺波総合運動公園総合運動公園総合運動公園総合運動公園をはじめ、砺波市の屋外体育施設は、をはじめ、砺波市の屋外体育施設は、をはじめ、砺波市の屋外体育施設は、をはじめ、砺波市の屋外体育施設は、周辺周辺周辺周辺環境環境環境環境にもにもにもにも

恵まれた恵まれた恵まれた恵まれた優良な施設が多い。これら施設の一層の優良な施設が多い。これら施設の一層の優良な施設が多い。これら施設の一層の優良な施設が多い。これら施設の一層の利用促進を図る利用促進を図る利用促進を図る利用促進を図るためにためにためにために

も、市民の積極的な利用や大規模な大会やも、市民の積極的な利用や大規模な大会やも、市民の積極的な利用や大規模な大会やも、市民の積極的な利用や大規模な大会や合宿合宿合宿合宿等の誘致を進めるなど、等の誘致を進めるなど、等の誘致を進めるなど、等の誘致を進めるなど、

これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上に施設に施設に施設に施設ののののＰＲにＰＲにＰＲにＰＲに取り組取り組取り組取り組むむむむべきである。べきである。べきである。べきである。    

    

（（（（２２２２）施設の集約分散に関して）施設の集約分散に関して）施設の集約分散に関して）施設の集約分散に関しての意見（主なもの）の意見（主なもの）の意見（主なもの）の意見（主なもの）    

アアアア 一元的な分散・集約ではなく、競技の基幹となる施設と日常的な（練

習）施設の組み合わせが重要である。 

イイイイ 児童数の減少により、数を限定してより安全な施設にすることも必

要と考えられる。 

ウウウウ 集約した方がコストは低くなるが、地域に根ざす施設はその地域に

配置してあった方がよい。    

エエエエ 全ての施設を安全安心（ＡＥＤ設置等）にできる予算があれば、分

散して地域の施設として使用できる方がよい。 

オオオオ スポーツ少年団等の育成のため、施設は地域に配置してあった方が

よく、維持可能であれば分散が望ましい。 

カカカカ 競技種目によって施設の設置数などを考えるべきであり、少人数で

のスポーツは分散して施設を配置することも考えられる。 

 

（（（（３３３３）その他施設全般について）その他施設全般について）その他施設全般について）その他施設全般についての意見（主なもの）の意見（主なもの）の意見（主なもの）の意見（主なもの）    

アアアア 児童数の減少により、相対的に施設数が多くなっていくため、競技

人口自体の底上げも必要である。 

イイイイ  今後の生涯スポーツ（ペタンク等）の需要の増加を踏まえ、子ども

と高齢者の施設の利用時間の住み分けも必要である。 

ウウウウ 施設の統廃合を議論する前に、まずは活用することを考えるべきで

ある。    

エエエエ 総合運動公園等の集約施設には、大規模な大会等の誘致を進めると

ともに、体育施設としても一層 PR するべきである。 

オオオオ    恒常的な利用効果の課題はあるが、総合運動公園等の付近に手頃な

宿泊施設や飲食施設が整備されれば、より一層施設の利用促進が図ら

れるとともに市への経済効果も期待できる。 
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第５第５第５第５    おわりにおわりにおわりにおわりに    

    

 当専門部会はこれまで、４回の会議を開催し、現地視察及び利用団体からの

意見聴取を踏まえ、慎重かつ活発に議論を重ね、部会員の総意のもとに、この

報告書をとりまとめた。 

この報告書は、施設ごとに、専門部会としての意見を要約した「結論」、意見

に至る背景や懸案事項をまとめた「理由」、会議での意見や利用団体の主な意見

を「部会における意見」として、できるだけ簡潔にわかりやすく、一つ一つの

意見を尊重し掲載した。 

今後は、将来人口の年齢構成が大きく変わることを見据え、市民ニーズにあ

った公共施設を提供していくことが求められており、既存施設の整理統合、譲

渡、他の用途への転用等を視野に入れながら、財政面だけではなく、安全面や

サービス面も含めた観点から、総合的な検討を行う必要があると考えており、

本報告書がその一助となれば幸甚である。 

 

第６第６第６第６    砺波市行政改革市民会議専門部会委員名簿砺波市行政改革市民会議専門部会委員名簿砺波市行政改革市民会議専門部会委員名簿砺波市行政改革市民会議専門部会委員名簿    

 

№ 氏名（５０音順） 所属団体等 

1 石川 弘美 砺波市スポーツ推進協議会 副理事長 

2 伊東 与二 
公益財団法人富山県体育協会 理事 

（富山県西部体育センター所長） 

3 井上 徹彦 
砺波市 PTA連絡協議会 顧問 

（砺波市行政改革市民会議 委員） 

4 潟沼 栄一 砺波市中学校体育連盟 会長 

5 島田 一子 
行政相談委員 

（砺波市行政改革市民会議 委員） 

6 
豊本  治 

（部会長） 
砺波市行政改革市民会議 会長 

7 末永  優 砺波市スポーツ指導者協議会 会長 

8 水上 昭次 砺波市地区自治振興会協議会 監事 

9 
水木 忠明 

（副部会長） 

砺波市地区自治振興会協議会 会長 

（砺波市行政改革市民会議 副会長） 

10 横山 直一 公益財団法人砺波市体育協会 専務理事 
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施 設 名 砺波市高道グラウンド 

所 在 地 砺波市高道２１９番地１ 

休 業 日 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで 利 用 時 間 午前 9 時から午後 6 時まで 

指定管理者名 公益財団法人砺波市体育協会 

利 用 者 数 

利用者数 

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

実績（延人数） 2,069 1,239 2,256 1,970 
 

施設概要 

平成元年９月開設 

グラウンド面積 9,275㎡ 

・サッカー 1面 

・グラウンド・ゴルフ、ゲートボール等 

トイレ  隣接高道体育館利用 

駐車場  １００台 

 

 アクセス  砺波ＩＣよりＲ３５９富山方面へ車で約５分 

富山県花総合センター斜め向かい 

 問合せ先  ３２－５２４０（砺波体育センター） 

主な利用団体 

  ・ＦＣとなみ 

 ・砺波市消防団庄下分団（消防操法訓練等） 

 ・砺波消防署（市消防団消防操法大会） 

 ・庄下地区各種団体 

   高齢者学級（スポーツ大会等） 

   高坪自治会（左義長） 

実施大会 

（イベント含） 

 ・市民体育大会（ゲートボール競技会場）  

・砺波市消防団消防操法大会 

 ・庄西ブロックペタンク大会   

  

 

 

 

 

 

 

備考 

利用料金 

区分 

利用料金 

午前 9時～ 

午後 1時 

午後 1時～ 

午後 6時 
1日 

一般 500円 500円 900円 

小学生、中学生、

高校生 
300円 300円 500円 

 

となみチューリップフェア期間中は駐車場として利用 
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施 設 名 砺波市中村グラウンド 

所 在 地 砺波市中村２００番地４ 

休 業 日 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで 利 用 時 間 午前 9 時から午後 6 時まで 

指定管理者名 公益財団法人砺波市体育協会 

利 用 者 数 

利用者数 

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

実績（延人数） 9,823 6,323 9,226 6,951 
 

施設概要 

平成元年９月開設 

グラウンド面積 21,210㎡ 

・ソフトボール 1面 

・ターゲットバードゴルフ、ペタンク、グラウンド・ゴルフ等 

トイレ  中村体育施設利用 

駐車場  ３０台 

 

 アクセス  砺波ＩＣより車で約５分 

チューリップ公園隣り 

問合せ先  ３２－５２４０（砺波体育センター） 

主な利用団体 

 ・あけぼの（ソフトボール）        ・市グラウンド・ゴルフ協会 

・となみクラブ（ソフトボール）      ・市ゲートボール協会 

・とやま気球連絡会            ・砺波農林振興センター（ソフトボール） 

 ・出町グラウンド・ゴルフクラブ      ・油田地区体育振興会 

 ・油田ソフトボール            ・となみ野農業協同組合 

 ・市ペタンク協会             ・出町老人クラブ 

実施大会 

（イベント含） 

・市民体育大会（ペタンク競技会場） 

・チューリップバルーンミーティング      

・スカイフェスとなみ 

・グラウンド・ゴルフ大会 

・ペタンク大会 

備考 

利用料金 

区分 

利用料金 

午前 9時～ 

午後 1時 

午後 1時～ 

午後 6時 
1日 

一般 500円 500円 900円 

小学生、中学生、

高校生 
300円 300円 500円 

 

となみチューリップフェア期間中は駐車場として利用 
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施 設 名 砺波市鷹栖テニスコート 

所 在 地 砺波市鷹栖１１番地２ 

休 業 日 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで 利 用 時 間 午前 9 時から午後 6 時まで 

指定管理者名 公益財団法人砺波市体育協会 

利 用 者 数 

利用者数 

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

実績（延人数） 409 481 5,555 4,647 
 

施設概要 

昭和５０年５月開設 

・当初 クレーコート２面 

・昭和５４年９月 全天候型ハードコート２面に改修 

・平成２４年４月 砂入り人工芝テニスコート２面に改修 

・クラブハウス 

トイレ  陸上競技場屋外公衆トイレ利用 

駐車場  １５台 

 

 アクセス  砺波ＩＣより車で約７分 

問合せ先  ３２－５２４０（砺波体育センター） 

主な利用団体 

 ・出町中学校ソフトテニス部 

 ・市テニス協会 

 ・市ソフトテニス協会 

 

実施大会 

（イベント含） 

 ・市民体育大会 

（中学ソフトテニス競技会場） 

                     

備考 

利用料金 

区分 単位 金額 

一般 1面につき1時間 200円 

小学生、中学生、

高校生 

100円 
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施 設 名 砺波市太田テニスコート 

所 在 地 砺波市太田１８９０番地２ 

休 業 日 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで 利 用 時 間 午前 9 時から午後 9 時まで 

指定管理者名 公益財団法人砺波市体育協会 

利 用 者 数 

利用者数 

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

実績（延人数） 3,359 3,030 936 1,045 
 

施設概要 

 平成３年１１月開設 

・グリーンサンドテニスコート ２面 

・夜間照明付き 

・クラブハウス 男女更衣室、トイレ、器具庫 

 駐車場  ５台 

 

 アクセス  砺波ＩＣよりＲ３５９富山方面へ車で約１５分 

問合せ先  ３２－５２４０（砺波体育センター） 

主な利用団体 

 ・市ソフトテニス協会 

 ・Ｓ＆Ｔクラブ 

 ・砺波東部ジュニア 

 ・砺波市役所ソフトテニスクラブ 

実施大会 

（イベント含） 

特になし 

備考 

 夜間照明施設 

  休業日：12月 29日から翌年1月 3日まで 

  利用時間：午後5時から午後9時まで 

 

  利用料金 

施設名 区分 単位 金額 

テニスコート 一般 1面につき1時間 200円 

小学生、中学生、

高校生 

100円 

夜間照明施設 一般 1面につき1時間 600円 

小学生、中学生、

高校生 

300円 
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施 設 名 砺波市砺波向山健民公園テニスコート 

所 在 地 砺波市東保向山１２番地１ 

休 業 日 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで 利 用 時 間 
平日：午前 9 時から午後 9 時まで 

日曜･休日：午前 9 時から午後 5 時まで 

指定管理者名 公益財団法人砺波市体育協会 

利 用 者 数 

利用者数 

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

実績（延人数） 413 909 504 168 
 

施設概要 

昭和６２年４月開設 

・グリーンサンドコートテニスコート ４面 

・夜間照明付き 

屋外公衆トイレ（男女、身障者用）、器具庫 

駐車場  ２０台 

 

 アクセス  砺波ＩＣよりＲ３５９富山方面へ車で約２０分 

問合せ先  ３２－５２４０（砺波体育センター） 

主な利用団体 

 ・市ソフトテニス協会  ・庄川中学校ソフトテニス部 

 ・市中学校体育連盟 

 ・若林地区体育振興会  

実施大会 

（イベント含） 

 ・市民体育大会 

（一般ソフトテニス競技会場） 

  

備考 

夜間照明施設 

休業日：火曜日、毎月の第3月曜日及び休日の翌日(その日が休日の場合は、その日後において

その日に近い休日以外の日)12月 29日から翌年1月 3日まで 

  利用時間：午後5時から午後9時まで 

 

  利用料金 

施設名 区分 単位 金額 

テニスコート 一般 1面につき1時間 200円 

小学生、中学生、

高校生 

100円 

夜間照明施設 一般 1面につき1時間 600円 

小学生、中学生、

高校生 

300円 
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施 設 名 砺波市閑乗寺夢木香村テニスコート 

所 在 地 砺波市庄川町金屋 1 番地１ 

休 業 日 水曜日 利 用 時 間 午前 9 時から午後 9 時まで 

指定管理者名 有限責任事業組合夢木香村 

利 用 者 数 

利用者数 

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

実績（延人数） 3,139 3,151 3,436 2,228 
 

施設概要 

昭和６０年１０月開設 

・砂入り人工芝テニスコート ４面 

・夜間照明付き 

・トイレ（センターハウス内トイレ利用） 

 駐車場  有 

 

 アクセス  砺波ＩＣよりＲ１５６岐阜方面へ車で約２０分 

問合せ先  ８２－６３７１（閑乗寺 夢木香村） 

主な利用団体 

 

・庄川スポーツ少年団、高岡木津スポーツ少年団、庄川中学校ソフトテニス部 

 庄西中学校ソフトテニス部、福野高校ソフトテニス部、福光高校ソフトテニス部 

 高岡南高校ソフトテニス部、高岡西高校ソフトテニス部、氷見高校ソフトテニス部 

 氷見高校テニス部、高岡ユース、富山大学テニスサークル、富山大学ＯＢ会 

 砺波市役所テニス部、砺波総合病院テニス部、高木セイコー 

 富山市勤労青少年ホーム、ウエーブ・エアーズ、らくらくテニスＣ 他 

実施大会 

（イベント含） 

 

 ・庄川オープン（H26年は中止） 

 ・砺波オープンダブルス 

 ・市民体育大会 

 ・砺波ミックスダブルス 

備考 

指定管理料の支払はなく、利用料金制で運営がされている。 

 

利用料金 

施設名 単位 金額 

テニスコート １面につき１時間 300円 

（土・日曜日及び祝日法に 

規定する休日は400円） 

夜間照明 １面につき１時間 500円 
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施 設 名 砺波市庄川プール 

所 在 地 砺波市庄川町青島３８２１番地 

休 業 日 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで 利 用 時 間 午前 9 時から午後 6 時まで 

指定管理者名 公益財団法人砺波市体育協会 

利 用 者 数 

利用者数 

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

実績（延人数） 977 806 977 435 
 

施設概要 

昭和３７年７月開設 

・幼児用プール（２０ｍ×８ｍ、水深０，７ｍ～０，９ｍ） 

管理棟 男女更衣室、トイレ 

 駐車場 なし 

 

 アクセス  砺波ＩＣよりＲ１５６岐阜方面へ車で約１０分 

問合せ先  ８２－５００８（庄川体育センター） 

主な利用団体 

団体利用なし 

実施大会 

（イベント含） 

なし 

備考 

利用料金 無料 

 

   

 

 


