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資料 

杉戸町公共施設等総合管理計画杉戸町公共施設等総合管理計画杉戸町公共施設等総合管理計画杉戸町公共施設等総合管理計画に対するに対するに対するに対する    

パブリックコメントの結果についてパブリックコメントの結果についてパブリックコメントの結果についてパブリックコメントの結果について    
 

 

１１１１    意見募集の概要意見募集の概要意見募集の概要意見募集の概要    

 ①意 見 募 集 期 間：平成２９年 １月 ４日（水）から平成２９年 ２月 ３日（金） 

 ②意見募集の周知：広報すぎと、町ホームページ 

 ③閲 覧 場 所：杉戸町役場（行政情報コーナー、財産管理課）、各公民館（西・中央・東・南・泉）、 

深輪産業団地地区センター、ふれあいセンターエコ・スポいずみ、 

彩の国いきいきセンターすぎとピア、高野農村センター、カルスタすぎと（生涯学習センター） 

 ④意見の提出方法：意見回収箱に投函、郵送、ＦＡＸ、電子メール、町ホームページ 

 

 

２２２２    意見募集の結果意見募集の結果意見募集の結果意見募集の結果    

 ①提 出 者 数： ４人 【提出方法：意見回収箱 ２通 ＦＡＸ１通 町ホームページ１通 】 

 ②意 見 等 総 数：１９件 

 ③意見等の反映件数： ４件（Ｎｏ２、Ｎｏ３、Ｎｏ７、Ｎｏ１６） 

 

 

※ 意見の概要と意見に対する町の考え方は、以下のとおりです。 

※ 意見については、一部要約の上、掲載しているものがあります。 
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No. 頁 意見の概要 意見に対する町の考え方 

１ Ｐ１ 外的な環境は常に変化し続けます。行政の運

営はその変化に対応し、町が生き残ることがで

きるように戦略を決め実行していくことです。 

「公共施設等総合管理計画」を策定せざるを

得ない状況に至った経緯を謙虚に町民に対して

説明すべきかと思います。 

「はじめに」のページを読んで感じることで

す。 

  

全国的に大きな課題となっている公共施設等の老朽化対

策として、国はインフラ長寿命化基本計画を策定しまし

た。国は地方公共団体に対して、こうした国の動きにあわ

せて、速やかに公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推

進するよう「公共施設等総合管理計画」の策定を要請して

いるところです。 

町の公共施設は、老朽化が進行し今後大規模修繕や改築

などが集中する時期を迎えることになります。厳しい財政

状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等の利

用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、早

急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をも

って、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことに

より、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等

の最適な配置を実現することが必要となっています。 

策定の経緯としましては、計画書に記載しております。

こうした現状を踏まえ、将来を見据えた公共施設等の適正

管理等を進めるため、「杉戸町公共施設等総合管理計画」

を策定した次第であります。 
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No. 頁 意見の概要 意見に対する町の考え方 

２ Ｐ７～

Ｐ８ 

 

 

杉戸町の人口について記述、国立社会保障人

口問題研究所データと杉戸町人口ビジョン及び

まち・ひと・しごと創生総合戦略からデータに

乖離あり。 

特に年少人口 9.5％と 14.6％については説明

が欲しい。 

 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口によると

図 2-3 のとおり年少人口が 9.5％と減少するとされていま

す。このため杉戸町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと

創生総合戦略では、自然動態と社会動態を改善させること

により年少人口 14.6％を目指しています。 

なお、各推計の位置付けが不明確だったため、位置付け

を明確にするため説明を追記します。 

３ Ｐ１４

以降 

Ｐ14 財政規模の説明では、水道、下水道等の

特別会計が除かれる一方で、Ｐ１９以降の説明

には、下水道分を含んでいるもの、含まないも

のＰ３７が混在している。 

説明がほしい。 

Ｐ14 以降、公共下水道を含めない普通会計の金額で説明

しています。しかしＰ21 図 2-22に 下水道 13 百万円の

凡例があります。この 13 百万円は特別会計の下水道ではな

く、水路整備の建設事業費であるため、13 百万円を下水道

ではなく、その他に含めた凡例に改めます。 

また、この説明の中で下水道分の特別会計を含んでいる

もの、含まないものが混在しているため、Ｐ22 の職員数及

び人件費の推移についても、普通会計のみの表記に改めま

す。 

 

４ Ｐ１７ 将来負担比率 

市町村 350％→35％では。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来

負担比率の早期健全化基準は、350％となっています。 

 

５ Ｐ３９

～ 

Ｐ４２ 

公共施設等の管理に関する基本的考え方 

統合や廃止の推進方針 

町域全般にわたる都市計画にも関連すること

ではあるが、今回の計画に「コンパクトシテ

コンパクトシティについては、現時点では計画に位置付

けることは考えておりませんが、貴重なご意見として今後

のまちづくりの参考とさせていただきます。 
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No. 頁 意見の概要 意見に対する町の考え方 

ィ」にかかわることば、考え方が何故でてこな

いのだろうか。 

もう一度よく考えてみては。 

 

６ Ｐ４０ アンケート調査について 

今回の検討の基礎資料とすることが目的であ

れば、有効回答率の低さ、回答年齢層の片寄り

傾向（高齢者）は如何なものか。 

働き盛りの方々の意見がもう少し欲しい。 

窓口配布分については、回答（回収）地区が

特定されている。 

30 年計画であるのであれば、杉戸町の将来を

背負う世代に何故目を向けようとしないのか？

仕事のやりかた、感性を疑わざるを得ない。 

郵送によるアンケートの対象者は 18 歳以上の方から

2,000 人を無作為に抽出しました。抽出後、地区別及び年代

別の人数を確認し、町の人口に対して各地区及び各年代別

人口を案分、人口割合に対してアンケートの対象となる方

の人数に差が生じないようにしました。各地区及び各年代

に対して公平に意見を吸い上げることを考慮し配布しまし

た。 

アンケートによる意見収集は全国的に見ても、在宅時間

が長いと考えられる高齢者層の回答率が高く、若年層の回

答率が低い傾向にあります。 

なお、窓口配布におきましては、ご意見のとおり回収地

区が特定されております。 

ご意見を踏まえ、アンケートの手法等について、今後の

事務の参考にさせていただきます。 

 

７ Ｐ４１ 

Ｐ５１ 

Ｐ５３ 

用語の注釈が欲しい。 

本計画の重要なキーワードである用語に対す

るていねいな対応が必要 

Ｐ４１ トータルコスト 

Ｐ５１ ライフサイクルコスト 

ご意見を踏まえ、以下の用語の修正及び注釈を追記しま

す。 

・トータルコスト→ライフサイクルコスト 

同じ意味のため、ライフサイクルコストに統一します。 

・ライフサイクルコスト 
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No. 頁 意見の概要 意見に対する町の考え方 

Ｐ５３ ストックマネジメント 建物では計画・設計・施工から、その建物の維持管理、

最終的な解体・廃棄までに要する費用の合計です。 

・ストックマネジメント 

既存の構造物や施設（ストック）を有効に活用し、長寿

命化を図る体系的な手法です。 

 

８ Ｐ４１ 

Ｐ４６ 

ＰＦＩについて 

バブル期及びバブル期以降、財政負担だけを

もたらす「箱もの」を作り続けたことが地方財

政悪化の要因の一つである。 

ＰＦＩ等、民間主導サービスの活用が重要と

思われるが、生涯学習センターへの導入実績に

ついての報告が欲しい。 

ＰＦＩにもいろいろな事業方式があるはずで

あり、杉戸町生涯学習センターへの導入可否に

ついての説明が欲しい。 

特定非営利活動法人 日本 PFI・PPP 協会のホームページ

に、平成２９年１月までの実施方針公表件数「分野別」が

掲載されています。全国地方公共団体の「教育・文化関連

施設」及び「複合公共施設」の図書館関係の導入実績は１

３件となっております。 

なお、杉戸町生涯学習センターは BTO 方式のサービス提

供型になります。 

導入に至った経緯は以下のとおりです。 

平成元年１２月 図書館・資料館建設基本計画を策定。 

平成１１年３月 第４次杉戸町総合振興計画策定に当た

り町民意向調査を実施。 

平成１２年２月 生涯学習推進計画策定に当たり住民意

識調査を実施。 

平成１２年１０月 PFI 事業方式導入の可能性調査業務を

特定非営利活動法人 PFI 協会に委託。 

平成１３年３月第２次杉戸町生涯学習推進計画が策定さ

れ、第４次杉戸町総合振興計画に図書館本館機能を兼ね備

えた（仮称）生涯学習センターの建設計画が位置付けられ
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No. 頁 意見の概要 意見に対する町の考え方 

る。 

平成１４年３月 住民参画による（仮称）生涯学習セン

ター建設検討委員会設置し、「（仮称）杉戸町生涯学習セ

ンター建設基本計画」を策定。「（仮称）生涯学習センタ

ー整備基本方針」を作成。 

平成１４年７月 （仮称）生涯学習センター整備等事業

の実施方針を公表。 

平成１４年９月 （仮称）生涯学習センター整備等事業

を特定事業に選定し、プロポーザルの公告を実施。 

平成１５年３月 「（仮称）生涯学習センター整備に係

る民間事業者選定委員会」にて業者選定。 

平成１５年６月 すぎとライヴィング（株）と契約を締

結。（株）佐藤総合計画、設計に着手。 

平成１６年９月 大成建設（株）工事着手。 

平成１７年１１月 すぎとライヴィング（株）より施設

の引き渡し、愛称を公募。 

平成１８年２月 備品、サイン工事、電算システム完了

し、開館となる。 

ＰＦＩの導入可否については、既に導入していることか

ら、今後とも効率的な運営に努めてまいります。 

 

９ Ｐ４２ 町の財政状況の見込みや建物の老朽化の現状

を見ると、町の公共施設は統合や縮小または廃

止の方向性になってしまうのは理解できる。た

施設の統合、縮小又は廃止にあたっては、説明会などを

実施して、できるだけ地域や町民ニーズを汲み取りながら

進めてまいります。 
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No. 頁 意見の概要 意見に対する町の考え方 

だ、公共施設の廃止や、規模を縮小する場合

は、町民の意見をしっかり聞いてから進めても

らいたい。 

 

 

１０ Ｐ４５ 計画には「適正なサービス」とありますが、

適正とは少なくとも施設本来の役割を果たした

上で、という前提を踏まえてだと思います。公

民館の本来の役割は、住民のために、教育、学

術及び文化に関する各種の事業を行い、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ことを目

的としています。「適正なサービス」と言うな

ら、まず、教育基本法第 22条による定期講座の

開設、討論会、講習会、講演会などの開催など

の事業を行って下さい。そのために、専門職を

置いて下さい。 

専門職の設置については、様々な調整が必要となること

から、公民館に配置することは難しい状況にあります。 

人口動態や世代別人口構成の変化、公民館以外で提供さ

れているサービスとのバランスなども勘案しながら、公民

館における「適切なサービス」の実施に取り組んでまいり

ます。 

いただいたご意見につきましては、参考とさせていただ

きます 

 

１１ Ｐ４５ 公民館や農村センターを文化系施設とは国の

考えでしょうか。 

公民館は社会教育系施設、農村センターは産

業系施設ではありませんか。 

公共施設の保有状況や更新費用の推計には、総務省が提

供する公共施設等更新費用試算ソフトを活用して、施設を

分類しています。このソフトの分類表では、公民館は文化

系施設に含まれていることから文化系施設としています。 

また、農村センターについては、集会施設として利用し

ていることから、同様に分類表に基づいて、文化系施設と

しています。 
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No. 頁 意見の概要 意見に対する町の考え方 

１２ Ｐ４５ 「公民館及び高野農村センターについては、

地域活動の拠点であり、これらの機能はできる

だけ維持しつつ、町としての適正なサービス提

供を検討していきます。」について、その通り

です。公民館、現在の農村センターは、地域活

動の拠点です。ぜひ、今後も、地域活動の拠点

の機能を維持しつつ、適切なサービス提供をお

願いします。統合は絶対にしないでください。 

 

公民館、高野農村センターは地域活動の拠点であり、今

後も地域活性化に欠かせない要素であると認識しておりま

す。しかし、すでに始まっている人口減少や、老朽化した

設備への対応は必須と考えられ、一部施設の統合や廃止は

検討せざるを得ない状況です。ただし、実施の要否につい

ては、今後の個別施設計画の段階において、各地域の実情

を踏まえて検討してまいります。 

 

１３ Ｐ４６ 図書館について生涯学習センター・図書館の

方針に「コスト効率性の観点から課題もあるこ

とから、運営手法を検証し、より効率的な運営

体制へ向けた検討を行います。」とあります。 

図書館は情報の蓄積の、そして、発信のとこ

ろです。その情報に基づいて学び、考え、自分

の判断ができるところです。公民館は、講師に

よる学びのほかに、図書館での情報を持ち寄

り、学び、考えあい、話し合うところです。 

指定管理者制度についての総務省の見解も指

定管理はサービスの向上のために行うもので、

コストだけで判断すると行政がワーキングプア

を作り出すことになる、と指摘しています。 

全般的に公共施設の多くは地域の拠点になっ

ています。学校や保育園がなくなれば、そこは

本計画は、現状の公共施設をそのまま保持した場合に、

今後老朽化を迎える施設に対する修繕や建替えのコストを

捻出することが困難であることが見込まれることから、施

設機能の発揮とコストバランスを勘案し、今後の町全体で

の施設のあり方を見直すものです。よって、コスト削減の

みを目的とし、策定するものではございません。 

また、運営方法を判断するに当たっても、コストのみで

判断するものではありません。 

なお、図書館運営に限らずですが、民間委託と臨時職員

の活用については、それぞれのメリットデメリットをよく

検討した上で、より効率的かつ効果的な手法を検証してま

いります。 
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No. 頁 意見の概要 意見に対する町の考え方 

住みにくい地域になります。人が少なくなれば

商店も営業できなくなり、なお、過疎化が進み

ます。地域を元気にしたいなら子育てしやすい

環境を保つことです。絶対になくしてはダメで

す。 

１４ Ｐ４６ 「コスト効率性の観点から課題もあることか

ら、運営方法を検証し、より効率的な運営体制

へ向けた検討を行います。」についてカルスタ

ＰＦＩの 20年契約は失敗でした。 

また、図書館のカウンター業務委託より、今

の非正規職員雇用の方が経済的にも図書館の運

営・活用にとっても有効です。実態をみればす

ぐにわかります。 

貴重なご意見として、今後の図書館の運営体制の参考に

させていただきます。 

１５ Ｐ４９ 「今後、年少人口は徐々に減少傾向になること

が見込まれているため、学校には空き教室が生

じてくることから、そのようなスペースについ

ては、教育活動へ支障が生じない範囲で、他用

途への転用により、有効活用を図っていきま

す。」について空き教室は、まず放課後児童ク

ラブに使ってください。今後、さらに需要が見

込まれます。デンマークの学童保育を視察して

きましたが、広く、職員も多く、利用できるも

のの多様さに、自治体として本当に子どもを大

切にしていることがよく分かりました。 

現在、町の放課後児童クラブは、空き教室の有効活用、

児童の安全な通所を確保する面等で有効であることから、

全て学校敷地内にて運営しています。 

今後も放課後児童クラブの需要が見込まれることから、

児童が安全に活動できる場の確保に努めてまいります。 

なお、空き教室の有効活用については、教育活動へ支障

が生じない範囲で、放課後児童クラブを含め他施設への転

用を検討してまいります。 
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No. 頁 意見の概要 意見に対する町の考え方 

１６ Ｐ５６ 公共施設等の管理に関する基本的考え方 

道路についての考え方の説明が欲しい。 

ご意見を踏まえ、下記のとおり追記します。 

道路については、定期的なパトロールの実施及び地域住

民から寄せられる情報により、道路上の穴や段差等を早期

発見し、迅速な修繕を行って行きます。適切な道路管理を

実施することにより、事故を未然に防ぐよう努めます。 

１７ Ｐ５７ フォローアップの進め方 

ＰＤＣＡサイクルのなかに、官公庁会計（地

方自治法に認められているもの等）だけでな

く、財務会計、とりわけ「動態的」な考え方を

とり入れた会計処理を導入し、リスクの管理に

努めていただきたい。 

 

町では、複式簿記の考え方を取り入れた「統一的な基準

による地方公会計」の整備を進めており、今後の検討にお

いて活用していく予定です。 

 

１８  財政の使い方について、イベントにかける大

金を地域の日々の経済の発展や安心な暮らしに

向けてください。 

 

貴重なご意見として、今後のまちづくりの参考にさせて

いただきます。 

１９  町の職員さんと関わることから、それぞれの

方の頑張りも見えてきていますが、行政にそれ

を感じることはたいへん少ないです。上の方

は、町のため、住民のため、もっと職員の方の

力を生かせる行政を工夫してください。 

ご意見を頂きました職員の力を生かせる行政につきまし

ては、職員の能力に応じた職場配置や研修等を行い、個々

の職員の資質向上を図ってまいります。 

また、町民の皆様の多様なご意見を町政運営の参考とさ

せて頂き、町民の皆様に信頼される行政を目指してまいり

ます。 

 

 


