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久喜市人口ビジョン（案）及び久喜市総合戦略（案）に 

対する意見募集の実施結果 
 

 久喜市人口ビジョン（案）及び久喜市総合戦略（案）に対する意見募集を実施したとこ

ろ、１７件の意見が提出されましたので、意見の概要とそれに対する市の考え方を公表し

ます。 

 

意見提出期間 平成２８年１月３０日 ～ 平成２８年２月２８日 

意見件数 ６人 １７件 

 

○提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等 

番
号 

意見の概要 市の考え方 計画案への反映 

１ 「久喜市人口ビジョン」及び「久

喜市総合戦略」の策定にあたっ

ては市民・行政・議員・地元企

業・農業者・商業者・有識者等の

広範囲な参加で、地域をあげて

の計画でなければならないと考え

る。 

 本件（案）はどんな組織で、何

人の参加で、作成されたものか。 

また、市民の参加はあったの

か。 

「久喜市人口ビジョン（案）」及び

「久喜市総合戦略（案）」の策定に

あたり、市民や有識者等で構成す

る「久喜市地域創生市民会議」を

設置しました。 

「久喜市地域創生市民会議」

は、行政機関、教育機関、金融機

関、労働団体等の各団体から推薦

をいただいた１０名に、５名の公募

市民を加えた計１５名を委員とし策

定を進めてきたところです。 

原案のとおり 

２  長期的な戦略の一環であれ

ば、一自治体だけの戦略では、

限度がある。 

周辺自治体との連携や、拠点

としての役割も引き受けなければ

ならないと考える。 

 周辺自治体との連携呼び掛け

はあったのか、あるいは行った

か。 

「久喜市総合戦略（案）」の策定

過程において、埼玉県の出先機関

である利根地域振興センターやそ

の管内にある各市町と情報交換等

を行いました。 

地方版総合戦略に位置付けら

れた先駆性のある取組みを円滑に

執行できるように創設された、地方

創生加速化交付金では、「官民協

働」や「地域間連携」、「政策間連

携」の要素が重要であると位置づ

けられています。 

これらの要素を含んだ事業につ

いて、検討を進めていきます。 

施策の推進の

項目に「官民協

働」、「地域間連

携」、「政策間連

携」と言った記述

を追記します。 

久喜市総合 

戦略（案） 

Ｐ33 
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３ 市街化調整区域における産業

系土地利用の促進及び補助金

による企業誘致は慎重に行った

方が良いと考える。 

経済成長に頼らない地域の活

性化が必要である。（東京理科大

撤退や市総合病院の売却など、

リスクを考えた対応が必要。） 

企業誘致は、地域経済の活性

化と雇用の場を創出する上で有効

な手段であると考えています。 

また、首都圏中央連絡自動車道

の開通により、企業の活動拠点とし

ての魅力が高まっています。 

そのようなことから、今後におい

ても更なる企業誘致等に取組んで

いくものです。 

原案のとおり 

４  本件の主題は、高齢化の進展

と人口減少社会を前提として、持

続可能な地域活性化をどうする

のかという問題である。 

久喜市総合戦略（案）には既

存の政策を並べているだけのよう

に見える。 

本市ではこれまでも人口減少対

策や地域活性化に係る施策に取

組んできました。 

そうした施策の多くは「久喜市総

合振興計画」や「まちづくり重点政

策」に掲げられたもので、結果とし

て、「久喜市総合戦略（案）」にも重

複して掲載をしています。 

また、それら既存の施策に加え

て、新たな事業も掲載をしていま

す。 

原案のとおり 

５ 地域内の経済循環の一例とし

て、地産地消の促進、耕作放棄

地の解消が目標として掲載され

ているが、それをどうするのか。 

５年計画であれば具体策を明

示すべきと考える。 

久喜市総合戦略は、人口減少・

地方創生を目的とした市の計画の

ひとつであり、実施計画ではないこ

とから、具体策等の記載は行って

いないところです。 

原案のとおり 

６ 税金の効率的な運用という点

から考えると、｢コンパクトシティ｣

づくりも、大きなテーマになると考

える。 

合併市である本市では、合併前

の旧１市３町の地域において、そ

れぞれの特徴を生かし、均衡ある

発展が図られるよう取り組んできま

した。 

それら、既存の拠点等を生かし

たまちづくりを進めるため、各地域

間の移動を円滑にする道路網の

整備や公共交通の強化を推進して

いくものです。 

原案のとおり 
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７ 市内には約 100 店の 24 時間

営業のコンビニエンスストアがあ

ることから、このインフラを事故や

災害時の一時避難所や連絡所

など、市民の安心・安全のステー

ションとして活用することを提案

する。 

コンビニエンスストアは、運営形

態が様々であり、災害等に係る提

携を個々に行うことは難しいことか

ら、現時点では、実施をする予定

はありません。 

 

原案のとおり 

８ 近年、若い世代でストリートス

ポーツが盛んに行われている。 

2020年東京オリンピック開催の

追加種目最終選考８選（ローラー

スポーツ）にも候補としてあがって

おり、今後ますます競技人口の

増加が見込まれる。 

 近隣では鴻巣市に今年、スケ

ートパークが新設される。 

久喜市にもスケートボードパー

クが建設されることを望む。 

スケートボードパークの建設に

ついては、「久喜市総合戦略（案）」

の13ページに「スケートボード場整

備事業」として掲載をしています。 

原案のとおり 

９ 「久喜市総合戦略（案）」では、

認知症について触れられている

ことから、国際疾病分類第 10 版

で同じカテゴリに分類される若年

性認知症や高次脳機能障害に

ついても、認知症と同様の支援を

する旨が記載されることを望む。 

 

５番の意見に対する回答と同じ 原案のとおり 

10  施策大項目の各事業項目が重

複して掲載されており、見る側は

混乱する。 

 施策大項目ごとに、その主目的

に沿った事業以外は削除し、更

に、平成28年度予算基本方針の

主要重点事業や平成 28 年度新

規事業等を補足追加することを

提案する。 

「久喜市総合戦略（案）」には、

人口減少・地方創生に効果を発揮

することが期待される事業を掲載し

ています。 

また、それらの事業は、様々な

政策に効果を発揮することが期待

されていることから、重複して掲載

をしています。 

原案のとおり 

11 「基本指標」は、「基本目標」に

定めた客観的で具体的な数値目

標を設定する必要がある。 

さらに、「施策大項目」ごとに

「基本指標」を設定することで、達

成状況や実態が明確になる。 

久喜市総合戦略（案）では、基

本目標ごとに定めた基本指標の達

成のため、個別事業に対応した重

要業績評価指標（KPI)を設定して

います。 

重要業績評価指標（KPI)につい

原案のとおり 
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 基本指標に市内転入者数、市

外転出者数などを定めれば、そ

の実績データは役所内で手軽に

入手できるはずである。 

また、基本指標に定めた各項

目は重要業績評価指標にも定め

るとともに、基本指標と重要業績

評価指標に最新の実績数値を記

載することを望む。 

ては、基本指標の達成に直接的に

関連のあるものを選定しています。 

12 PDCA サイクルの意味・目的・

仕組みなど分かりやすい説明を

希望する。 

総合戦略の施策の推進にあたっ

ては、Plan（計画）、Do（実施）、

Check（評価）、Action（改善）の 4

つの視点を取り込み、実施をして

いきます。 

表記については、分かりやすい

表現とするよう努めます。 

注 記 と し て

PDCA の意味を追

記します。 

久喜市総合 

戦略（案） 

Ｐ33 

13 総合戦略が市の基幹となる主

要計画の策定に連携し組み込む

ことを希望する。 

久喜市総合戦略は人口減少克

服や地方創生を目的とした計画で

あることから、市の最上位計画であ

る久喜市総合振興計画や他の関

連計画等との整合を図りながら各

施策を推進します。 

原案のとおり 

14 「総合戦略」が久喜市議会の

審査を経て議会の理解と協力を

得られるよう努めてほしい。 

市議会へは、パブリック・コメント

の開始に合わせて、「久喜市人口

ビジョン（案）」及び「久喜市総合戦

略（案）」をお示ししています。 

原案のとおり 

15 分かりやすくビジュアルも考慮

した「総合戦略」の概要版を作成

し広報や市のホームページへの

掲載を希望する。 

詳細版も市のホームページへ

掲載を希望する。 

市民懇談会などにおいて市

長、役所幹部、職員は資料など

を配布し説明に努めてほしい。 

「久喜市人口ビジョン」及び「久

喜市総合戦略」については、内容

等が確定した後、見やすい形にレ

イアウトの見直しを行う予定です。 

また、市ホームページにおいて

公表を行う予定です。 

原案のとおり 

16 所管部課は県や県内の主要

市町村との連携、交流に努め、

良い事例は取り込んでもらいた

い。 

他団体の総合戦略を参考にし、

地方創生に効果的であると考えら

れる取り組みについて研究してい

きます。 

原案のとおり 
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周辺自治体との連携した取り組

みについては、今後、検討を進め

ていきます。 

17 久喜市人口ビジョン（案）の P２

６ページ以降の参考の部分につ

いては、グラフを先に記載した方

が見やすいのではないか。 

「久喜市人口ビジョン（案）」で設

定をした目指すべき人口と他の場

合との比較を参考として掲載して

いるものです。 

グラフと表の掲載については、

分かりやすいように改めます。 

グラフを先に

掲載をし、その後

に、グラフの根拠

となる数値を表

として掲載をす

るように改めま

す。 

久喜市人口 

ビジョン(案) 

Ｐ26-Ｐ27 

 


