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市民意見提出制度（パブリック・コメント） 

 

旧東京理科大学久喜キャンパス活用計画（案）に対す

る意見募集の実施結果 

 

旧東京理科大学久喜キャンパス活用計画（案）に対する意見募集を実施したところ、 

１０８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。なお、意見は内容ごとに集約させていただきました。 

意見提出期間 平成２８年９月１２日～平成２８年１０月１１日 

意見件数 個人・団体で３９人・団体 １０８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 

条例案 

（計画案） 

への反映 

１ 教育施設として欧米の大学の日本

校として誘致し、英語教育の充実

を図ってはどうか。 

英語教育の充実につきましては、  

ＡＬＴ（外国語指導助手）の増員等

市独自の英語教育推進事業におい

て計画的に充実を図っているとこ

ろです。 

原案どおり。 

２ 渋谷にあるＮＨＫのスタジオの建

替えをするようなので、建替え地

として誘致はどうか。 

東京理科大跡地の活用の基本的な

考え方として、本市の将来に向けて

の大きな課題である人口減少・少子

化の進行に対応するため、市民アイ

デア等を参考として子育て支援並

びに教育の充実を主軸とした活用

を考えております。 

原案どおり。 

３ 子ども図書館だけではなく大人も

利用できる図書館を作ってほし

い。 

子育て支援の充実のため、幼児が絵

本を読みながら親子で学びふれあ

うことのできる場所、また、児童生

徒が自主的に学習することができ

る場所として、子どもたちが読書の

楽しさに触れ自身の可能性を広げ

られるよう、子ども図書館の新設配

置をして参りたいと考えておりま

す。 

 

原案どおり。 
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４ 市民への部屋の貸し出し。 生涯学習センターの会議室をご利

用いただけるものと考えておりま

す。 

原案どおり。 

５ 久喜市ＰＴＡ連合会の第二事務局

室や役員会議や理事会を開催でき

るようＰＴＡ連合会の会議室の使

用の許可を頂きたい。 

子育て教育センターの大・中・小会

議室や生涯学習センターの会議室

をご利用いただけるものと考えて

おります。 

原案どおり。 

６ 教育委員会を移転し教育行政の拠

点としての整備が行われるが、合

せて保育行政機能（保育課・子育

て支援課等）も移転し、教育と子

育て支援を合せた機能を持たせて

はどうか。 

教育委員会のみならず、保育課や障

がい者福祉課、その年齢に応じて、

子育て支援課や保健センターなど

も密接に連携していくことが必要

であることは十分認識をしている

ところでございます。そのようなこ

とから、各施設をより円滑に運営し

ていくために、必要な専門職や人材

を配置して参りたいと考えており

ます。 

今後、各施設の運営方式や事業内容

等の詳細について検討して参りま

す。 

原案どおり。 

７ 各保育所は自園で給食提供してい

て費用がかかる。給食センターを

新設するのであれば、保育所にも

外部搬入してはどうか。 

既存の学校給食施設に代わる学校

給食センターとして整備するもの

で、対象は小・中学校のみを考えて

おります。 

原案どおり。 

８ 給食センターは一ヶ所にまとめる

より、現在利用している施設が有

効に使えるなら当分の間その場所

でよいと思います。形式は栗橋の

自校方式にするのがベストです。

当面、菖蒲の給食センターはしば

らく使用できそうなので利用でき

るようにしておくことがよい。 

現行の学校給食施設は、老朽化が進

んでおり、早急な建替えが必要とな

っています。衛生管理の更なる徹底

を図り、今後も安全で安心な学校給

食を効率的かつ安定的に提供して

いくことや、菖蒲地区も他の地区と

同じ学校給食を提供することなど

を総合的に勘案し、市内全地区を対

象とする新学校給食センターを建

設する方針としたところです。 

原案どおり。 

９ 理科大は設備もしっかりしってい

るので、学校や福祉施設として利

用用途を公募してはどうか。 

 

２番の意見に対する考え方に同じ。 原案どおり。 
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１０ 給食センターは全域ではなく、現

在自校給食を行っているところは

そのまま残してほしい。栗橋南小

は自校式に戻し調理室を整備、三

小学校の自校給食は継続させてほ

しい。 

現在、自校式で行っている施設は老

朽化が進んでいます。衛生管理の徹

底や費用対効果、さらには、市内の

小・中学校で給食の内容を統一して

欲しい等の意見を踏まえ市内全地

区を対象とする学校給食センター

として整備するものです。 

原案どおり。 

１１ 粗大ゴミのリサイクルセンターを

作ってほしい。 

ごみ処理施設の建設計画に係る事

業が進んでおりますことから、付帯

施設の整備を検討する中で、リサイ

クルセンターの設置については議

論が進んでいくものと考えており

ますので、本計画（案）の中での設

置は考えておりません。 

原案どおり。 

１２ 障がい者が気軽に集える部屋を作

ってほしい。 

市民ラウンジは、施設をご利用され

る皆様に食事や休憩場所としてご

利用いただけるものと考えており

ます。 

原案どおり。 

１３ 貸し出しの部屋とボランティア団

体専用で使用できる部屋を作って

ほしい。 

部屋数にも限りがありますことか

ら、各種団体専用の利用については

考えておりませんが、さまざまな活

動の場として生涯学習センターの

会議室がご利用いただけるものと

考えております。 

原案どおり。 

１４ 各地域からのデマンドバス、循環

バスの発着など利便性の向上をし

てほしい。 

施設を利用される皆様の交通手段

につきましては、現状の民間路線バ

ス及び久喜市市内循環バスの運行

状況も踏まえ、施設利用者の交通利

便性について検討して参りたいと

考えております。 

活 用 計 画 に

「施設利用者

のための公共

交通等」の記

述 を 加 え ま

す。 

１５ 太陽光発電の設置をしてほしい。 太陽光発電の設置につきましては、

建物の構造等について詳細な調査

等を行い、その結果に応じて設置の

検討をして参りたいと考えており

ます。 

原案どおり。 

１６ 食事ができお茶で休憩でき、気軽

に入れるレストラン等の誘致。 

レストラン等の誘致をする予定は

ございませんが、市民ラウンジは、

施設をご利用される皆様に食事や

休憩場所としてご利用していただ

けるものと考えております。 

原案どおり。 
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１７ 子育て教育センター（市民会館・

シルバー等も含んでいるが）機能

だけでなく、他の課も利用できる

ようにしてほしい。 

子育て教育センター及び生涯学習

センターとしての活用及びその運

営を担う組織を配置して参りたい

と考えております。 

 

原案どおり。 

１８ 図書館はこどもに限定せず、一般

市民（親子だけでなく）にも開放

すべき。 

３番の意見に対する考え方に同じ。 原案どおり。 

１９ 給食センターの新設は市民の合意

を得たあとにすべき。 

現行の学校給食施設は、老朽化が進

んでいることから、早急な建替えが

必要となっており、今後、久喜市学

校給食審議会に諮問し、検討して参

ります。 

原案どおり。 

２０ 栗橋地域からでは施設に行くには

交通費もかかり毎週通えないので

はないか。 

１４番の意見に対する考え方に同

じ。 

１４番の意見

に対する計画

案への反映と

同じ 

２１ Ａ棟を解体し給食センターを新築

するのは税金の無駄遣い。理科大

から移管される建物は壊さずを大

前提に計画するべきであると考え

ます。また、給食センターを新築

する必要性はあまり高くない。万

が一、新築する場合でもその候補

地は理科大跡地以外にもたくさん

あります。 

 

鷲宮第１・第２学校給食センターな

ど既存施設の老朽化は深刻であり、

早急な建替えが必要となっていま

す。建設用地については、用地取得

費用、敷地面積、インフラ整備、地

理的条件等から東京理科大跡地が

最適と考えております。 

原案どおり。 

２２ 教育施設と同時に地域に賑わいを

もたらす施設が望ましい。交流人

口が増えて、市が潤うような青少

年科学館を作るアイデアも考えら

れる。外部有識者を集めた検討委

員会を設置するべきでは。 

東京理科大跡地は、さまざまな活用

方法が考えられることから、市民の

皆様から頂戴いたしました「市民ア

イデア」も参考とさせていただきな

がら、市内部の久喜市庁舎等検討会

議及び同作業部会において検討を

重ね、本年８月に活用計画（案）の

取りまとめを行ったところでござ

います。今後につきましては、「市

民意見提出制度」におけるご意見等

も参考とさせていただきながら、活

用の検討をして参りたいと考えて

おります。 

原案どおり。 
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２３ 教育センターの中に青少年活動セ

ンターの設置をしてはどうか。 

教育センターにつきましては、保護

者からの子育てや発達に関する相

談・支援や教職員の資質向上の取り

組み等を実施する場所として考え

ております。 

 

原案どおり。 

２４ 中央公民館の自転車駐車場付近に

植樹されている楷（かい）の木を

移植して教育センターのシンボル

としてはどうか。 

楷の木は、「学問の木」とも呼ばれ、

教育機関等への植樹がなされてお

り、また、教育センターとしての活

用を計画している東京理科大跡地

にふさわしい木であることは認識

しております。樹木につきまして

は、移植作業や移植先での根付き具

合等により枯損する場合がござい

ますとともに、東京理科大跡地は、

既に樹木等多くの緑に恵まれた敷

地でございますことから、新たな樹

木の移植につきましては、考えてご

ざいません。 

 

原案どおり。 

２５ 久喜市ＰＴＡ連合会での会議等の

会合場所を提供してほしい。 

 

５番の意見に対する考え方に同じ。 原案どおり。 

２６ 久喜市教育センターの拠点施設と

して、スポーツ活動や文化・芸術

活動の振興を図れるような施設整

備を行い、指導職員の配置をして

ほしい。また、地元の指導者やボ

ランティアを組織化し、地域で活

動する団体が主体的に継続的な事

業を展開できるような支援拠点に

していだきたい。 

東京理科大跡地の活用につきまし

ては、本市の将来に向けての大きな

課題である人口減少・少子化の進行

に対応するための子育て支援並び

に教育の充実を主軸とした敷地及

び建物の有効活用を図ることで、若

い世代に選ばれるような魅力的な

まちづくりを推進するものでござ

います。そのようなことから、子育

て教育センター及び生涯学習セン

ターの設置を計画いたしまして、世

代間の交流が図られるような新た

な賑わいのある地域コミュニティ

を創出して参りたいと考えており

ます。 

 

 

原案どおり。 
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２７ 障がい者が主体的に活動できるよ

うなセンターを作ってほしい。ま

た、障がい者の創作活動やﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟ

ｯｸの種目が練習できるような環境

整備をしてほしい。 

２６番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

２８ 整備する生涯学習センターのコン

セプトと既存の施設（公民館など）

との連携や違いについて伺いた

い。 

市民の学習や文化芸術活動を支援

するとともに、幅広い事業展開や文

化芸術・生涯学習の総合的な情報の

収集・提供機能の充実を図り、もっ

て人づくり・地域づくりを総合的に

推進する本市の生涯学習の中核を

担う施設として、生涯学習センター

を新設配置することとしておりま

す。 

原案どおり。 

２９ 生涯学習センターの設立の経緯や

市民意見を聴く組織等、十分な検

討をされてきたのか伺いたい。 

東京理科大跡地は、さまざまな活用

方法が考えられることから、市民の

皆様から頂戴いたしました「市民ア

イデア」の結果を踏まえ、久喜市庁

舎等検討会議及び同作業部会にお

いて活用の検討を慎重に行った結

果、「上記２８の考え方」に基づく

生涯学習センターの新設配置をす

るものです。 

原案どおり。 

３０ 子どもが屋内で遊べるフリースペ

ースがあるのでしょうか。雨の日

に声を出したり、走ったりして遊

べるような広い場所を確保してほ

しいです。 

久喜西児童館・子育て支援センター

につきましては、子どもたちが室内

で遊べる空間としてご利用いただ

けるものと考えております。 

原案どおり。 

３１ 図書館は子どもたちが窮屈な思い

をせず、本が好きになれるような

環境づくりをしてほしい。 

子どもたちなど利用者の利便性を

考慮して参りたいと考えておりま

す。 

原案どおり。 

３２ 利用者のための施設行きの小型バ

スがあるとよい。 

１４番の意見に対する考え方に同

じ。 

１４番の意見

に対する計画

案への反映と

同じ。 

３３ 各階に多目的トイレを設置してほ

しい。 

施設の用途、関係法令への適合、建

物の構造等の詳細な調査結果等を

踏まえて検討して参りたいと考え

ております。 

原案どおり。 
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３４ 児童館として使うことができるな

ら障がいのある子どもたちも自由

に遊べるスペースがほしいです。 

久喜西児童館及び教育センターを

ご利用いただけるものと考えてお

ります。 

 

 

原案どおり。 

３５ 視聴覚室は映画・劇などを市民が

主体として上映・上演できる部屋

にしてほしい。 

視聴覚ホールにつきましては、映画

の上映や講演会などに活用いただ

ける部屋の形状となっており、ま

た、広く市民の皆様に活用していた

だきたいと考えておりますことか

ら、施設の詳細な利用方法や利用主

体につきまして検討して参りたい

と考えております。 

 

原案どおり。 

３６ 子育て支援センター・児童センタ

ーの内容がもっと詳しく知りた

い。 

子どもたちに健全な遊びの場を提

供して、その健康を増進し、情操を

豊かにするために必要な事業を展

開する久喜西児童館並びに子育て

家庭の保護者とその子どもを対象

に親子の交流の場の提供等をする

ことにより、子育てを支援する地域

子育て支援センターの機能を有す

る施設となる予定です。 

 

 

原案どおり。 

３７ 保育する場所と研修（学習）する

場所を近くに作ってほしい。 

本施設につきましては、保育施設を

併設する予定はございませんが、研

修（学習）の場所につきましては、

生涯学習センターをご利用いただ

けるものと考えております。 

 

 

原案どおり。 

３８ 育児中の人達が受身でなく、自主

的に活動できる場にしてほしい。 

子育て支援センターの利用方法等

については、今後検討して参りたい

と考えております。また、さまざま

な活動の場として生涯学習センタ

ーの会議室もご利用いただけるも

のと考えております。 

 

 

原案どおり。 
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３９ 市民が自由に使える場所がほし

い。 

市民ラウンジは、施設をご利用され

る多くの皆様に食事や休憩場所と

してご利用していただけるものと

考えております。また、生涯学習セ

ンターにつきましては、ラウンジス

ペースがご利用いただけるものと

考えております。なお、生涯学習セ

ンターの会議室は、現在のところ予

約が必要となることが見込まれま

すが、さまざまな活動場所としてご

利用いただけるものと考えており

ます。 

原案どおり。 

４０ 育休の親が増えているので、０才

の子どもを安心して連れていける

ような場所がほしい。 

久喜西児童館・子育て支援センター

をご利用いただけるものと考えて

おります。 

原案どおり。 

４１ 畳スペースがほしい。 東京理科大跡地の活用につきまし

ては、施設全体の基本的な活用計画

（案）をお示しした段階でございま

すことから、今後、施設整備につい

て詳細な検討を行って参ります。 

原案どおり。 

４２ 休館日を作らないでほしい。 東京理科大跡地の活用につきまし

ては、現在、施設全体の基本的な活

用計画（案）をお示しした段階でご

ざいますことから、今後、施設の用

途に合わせた運営方法等について

検討を行って参ります。 

原案どおり。 

４３ 外で遊べる場所を確保してほし

い。 

屋外の芝生広場をご利用いただけ

るものと考えております。 

原案どおり。 

４４ 小さい部屋が沢山あるが広い部屋

もほしい。 

各室の詳細な使用方法の検討、ま

た、建物の構造等の調査を行い、必

要諸室の適正な配置をして参りた

いと考えております。 

原案どおり。 

４５ 小さい子どもがいるので車が必要

になるので、駐車場は充分にある

ように。 

施設をご利用される多くの皆様が

安心して自家用車で訪れることが

できるように、充分な駐車場を敷地

内に整備して参りたいと考えてお

ります。 

原案どおり。 
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４６ 車がない人も行けるように駅や市

内の主な場所から直通のバスがほ

しいです。 

１４番の意見に対する考え方に同

じ。 

１４番の意見

に対する計画

案への反映と

同じ。 

４７ 市内全域の給食供給体制を統合

し、施設を新設することは多くの

市民はまだ充分に理解していない

ため、当面の間は計画地を確保す

るだけにとどめてはどうか。 

 

１９番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

４８ 「市内全域の給食体制統合計画」

及び「供給センター新設計画」を

策定し、パブリックコメントの公

募を求めてほしい。また、計画の

策定にあたっては「学校給食審議

会」に諮問し十分な検討審議を求

める。 

 

学校給食センターの建設について

は、久喜市学校給食審議会に諮問し

て進めていくことを考えています。

計画についても審議会の意見をお

聞きして参りたいと考えています。 

原案どおり。 

４９ 市民の理解を得るために統合方式

のメリットと具体的なデータを提

示して説明を求める。 

久喜市学校給食審議会に適切な資

料を提供し、慎重に審議をして参り

たいと存じます。 

原案どおり。 

５０ 給食センターの運営管理体制は、

①市の直営方式、②民間委託方式、

③指定管理者方式のいずれになる

のか②・③の場合の業者の選定方

法は。 

 

４９番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

５１ 給食センターの建設計画につい

て、①総工事費、厨房機器調達据

え付け額、②建設スケジュール、

年度別工事計画と工事額、③完成

引渡し稼動運用時期。 

 

現時点では未定です。平成２９年度

から設計業務に着手する予定です。 

原案どおり。 

５２ 給食事業の経営計画について、①

財務資料 Ｂ/Ｓ，Ｐ/Ｌ，Ｃ/Ｆは

年次別に、②コスト計算表 年次

別・費目別・コスト総額、③一食

当たりのコスト 現状との比較。 

 

現時点では未定です。今後、検討し

て参ります。 

原案どおり。 
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５３ 「共同調理場方式」や「単独調理

場方式」を実施している菖蒲、栗

橋、鷲宮地区の給食施設の廃止計

画を明らかにされたい。①既存給

食施設の撤去工事費用②施設管理

者、作業員の今後の処遇など。 

 

現時点では未定です。今後、検討し

て参ります。 

原案どおり。 

５４ Ａ棟を解体し、駐車場を整備する

目的を明らかにし、市民が納得で

きる説明を求める。 

施設をご利用される多くの皆様が

安心して自家用車で訪れることが

できますように、敷地全体として約

３００台を確保したいということ、

生涯学習センター前に多くの駐車

場を配置したいということ、また、

校舎の配置がコの字型のため、防犯

上、保安上の観点から極力死角を解

消したいとの考えから、Ａ棟を解体

し、その跡地を駐車場として整備す

ることとしたところでございます。 

 

原案どおり。 

５５ Ａ棟の解体及び外構工事時期が第

３期工事よりも１年以上も先行さ

れる理由はなにか。 

 

５４番、６３番の意見に対する考え

方に同じ。 

原案どおり。 

５６ 駐車場台数を３００台と見込んだ

理由を明らかにされたい。また H

２９から H３２年以降の年度別の

最大利用台数、月平均利用台数も

明らかにされたい。 

施設をご利用される多くの皆様が

安心して自家用車で訪れることが

できますように、充分な駐車場を確

保したいとおります。そうした中

で、生涯学習センターには２００人

対応の講堂を、また３００人対応の

教育ホールを予定していることか

ら本施設の駐車場を約３００台と

したところでございます。 

原案どおり。 

５７ Ａ棟を解体せず新設する給食セン

ター建設予定地を駐車場として当

面活用してはどうか。 

施設をご利用される多く皆様が安

心して自家用車で訪れることがで

きることができますように、敷地内

への駐車場の確保を図って参りた

いと考えており、併せて給食センタ

ーの建設予定地も事業の進捗を見

ながら駐車場として使用して参り

たいと考えております。 

原案どおり。 
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５８ 現有建物は耐震基準に適合してい

るのか？耐震検査時期とその結果

を明らかにしてほしい。 

東京理科大跡地の建物は、建築基準

法の新耐震基準で設計・施工され、

工事完了時に基準への適合が確認

されております。 

原案どおり。 

５９ 総括管理部課は役所のどこの組織

になるのか。 

４２番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

６０ 全施設を総括管理する管理事務室

を設置するのか。事務室の場所、

人員、職務範囲、内容など。 

４２番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

６１ 全施設の名称を早急に決めてほし

い。正式名称は市民に公募される

ことを希望する。 

東京理科大跡地の活用につきまし

ては、現在、施設全体の基本的な活

用計画（案）をお示しした段階でご

ざいますことから、施設や部屋の名

称等はすべて仮称としております

が、いずれも賑わいのある施設とし

て、子どもから高齢者まで様々な世

代の皆様に、より親しみを持ってい

ただきたいと考えておりますこと

から、今後、正式名称のほかに、愛

称を付けることにつきましても、併

せて検討して参りたいと考えてお

ります 

原案どおり。 

６２ 「子育て教育センター」及び「生

涯学習センター」について①改修

工事内容、工事費、工期を建屋・

フロアごとに、②設備機器、備品

の新規調達額も建屋・フロアごと

に明らかにされたい。 

東京理科大跡地の活用につきまし

ては、現在、施設全体の基本的な活

用計画（案）をお示しした段階でご

ざいますことから、詳細な事業費等

を確定することは難しい状況でご

ざいますが、現時点における概算事

業費をお示しして参りたいと考え

ております。 

活 用 計 画 に

「 概 算 事 業

費」の記述を

加えます。 

６３ 「子育て教育センター」及び「生

涯学習センター」についてできる

だけ早期の活用開始がされること

を切望する。 

東京理科大跡地の活用スケジュー

ルは、活用計画（案）にお示しして

おりますとおり、工期を３期に分け

て施工する予定であり、市民の皆様

に早期にご利用いただくことを考

慮いたしまして、段階的に供用開始

をして参りたいと考えております。 

 

原案どおり。 
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６４ 計画案及び今後のスケジュールが

示されたが、イニシャルコストと

ランニングコストなど、建設コス

トや財源が示されていない。具体

的な説明が必要であると考える。 

６２番の意見に対する考え方に同

じ。 

６２番の意見

に対する計画

案への反映と

同じ。 

６５ 市が公募した市民からのアイデア

には、複数の大学誘致案や設立案

があったが、その扱いはどうなっ

たのか。活用計画案の立案に至る

までの経緯を市民や公募に応募し

た個人（団体）に説明すべきでは。 

２６番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

６６ 給食センターを一つにすることに

は反対です。給食は自校方式がベ

ストであると考えていて、効率で

はなく、子どもの側に立って判断

してほしい。 

自校方式、センター方式には、それ

ぞれにメリットがあり、一概にどち

らの方式が優れているとはいえま

せん。本市にいても、複雑化する行

政課題や多様なニーズに対応する

ために、学校給食におきましても効

率的な運営が求められています。 

原案どおり。 

６７ 自然をできるだけ残してほしい。

木を切らないでほしい。 

施設整備に必要な部分を除き、敷地

内の緑地等は保存して参りたいと

考えております。 

原案どおり。 

６８ 給食は絶対に自校式の道を進むべ

きであり、給食センターは各地域

で必要とすべき。 

６６番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

６９ 清久地区の交通量がさらに増加す

るがどうするのか。 

交通等を含め、周辺環境に十分配慮

して参りたいと考えております。 

原案どおり。 

７０ 児童館はもっと室内で広く遊べる

スペースの確保をしてほしい。 

４４番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

７１ 外には広場が広くほしい。 ４３番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

７２ 久喜市すべての小中学校の給食を

作る給食センター計画が示されて

いるが、栗橋地区の小学校では「自

校方式」による学校給食が実施さ

れていて継続するべきです。また

「自校方式」による学校給食を拡

大すべきです。 

現在、自校式で行っている施設も老

朽化が進んでおり、衛生管理の徹底

や費用対効果などを踏まえ、市内全

小・中学校を対象とした学校給食セ

ンターとして検討したところです。

また、限られた財源を有効に活用す

るため、効率的な運営方法が求めら

れています。 

原案どおり。 
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７３ 久喜市の教育施設の中心的な位置

になると思いますが、栗橋などか

らは車がないといけない位置にあ

る。デマンドバスの目的地として

加え、公共施設にいく料金を安く

してほしい。 

１４番の意見に対する考え方に同

じ。 

１４番の意見

に対する計画

案への反映と

同じ。 

７４ 市民のアイデア募集から、今回の

計画案の提示に至るまでのプロセ

スについて、市民及び団体が真剣

に考えた案を、誰が、いつ、どの

ように審議し、現在の活用案を提

示したのかお尋ねします。 

東京理科大跡地の活用方法につき

ましては、平成２８年２月より、久

喜市庁舎等検討会議及び同作業部

会において、本格的な検討に着手い

たしました。当該施設は、さまざま

な活用方法が考えられることから、

平成２８年３月に市民の皆様から

頂戴いたしました「市民アイデア」

を参考とさせていただきながら慎

重に検討を重ね、本年８月に活用計

画（案）を取りまとめたところです。 

原案どおり。 

７５ 公募された市民のアイデアには無

い給食センターの新設がどういっ

た経緯で盛り込まれたのかを説明

してください。 

市内学校給食センターの老朽化に

伴い、早急な建替えが課題となって

おり、用地の検討を行ってまいりま

した。そうした中で、東京理科大跡

地は、本市のほぼ中心に位置し、上

下水道や電気、ガスといったインフ

ラ整備や周辺の道路環境も整って

いることから、新たな学校給食セン

ターの建設用地として、大変適した

場所であると考え、本計画に盛り込

んだところでございます。 

原案どおり。 

７６ 子ども図書館という名称からして

対象は乳幼児から小学生まででし

ょうか。１階は靴を脱いで小さい

子が腹ばいになって絵本を読める

広いスペースにしてほしい。付き

添う大人向けの本も置いてほし

い。 

２階は読み聞かせや講演会等の催

し物のためのスペースや小学生が

自由研究をするなどグループで勉

強できるようなスペースにしてほ

しい。 

３番、３１番の意見に対する考え方

に同じ。 

原案どおり。 



14 

 

７７ 久喜市の歴史資料館にしてほしい

です。久喜市の誇れるものがなに

か、どのようなことが過去に起き

たのかということを久喜市民のみ

ならず、他地域の方々にも興味を

持っていただきたいのです。 

 

 

２６番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

７８ 給食センターの建設は、児童・生

徒数の減少、建設費・人件費の増

により財政悪化を招くことから不

要である。給食センター予定地は

防災用の緑地として保全すべきで

あると思います。 

 

現在の学校給食施設は老朽化が進

んでおり、今後も安定的に給食を提

供していくためには早急な建替え

が必要となっています。 

原案どおり。 

７９ 子供が行けない場所に、児童館・

こども図書館を作るのは税金のム

ダ使いです。吉羽の図書館を理科

大跡地に移し、吉羽の図書館をこ

ども図書館に変えたほうが、子供

たちは喜ぶと思います。 

 

 

２番、３番、１４番の意見に対する

考え方に同じ。 

１４番の意見

に対する計画

案への反映と

同じ。 

８０ 新しい図書館を作るのであれば、

西公民館の本を移動し、公民館利

用者が使える部屋を増やして欲し

い。 

 

 

３番の意見に対する考え方に同じ。 原案どおり。 

８１ 勉強する場所にしてほしい。現在、

図書館を利用していますが、マン

ガ喫茶みたいになればうれしい。 

 

３番、３１番の意見に対する考え方

に同じ。 

原案どおり。 

８２ 生涯学習センターにして頂けるな

らば、音楽をやっている私にとっ

ては練習発表などできる場がほし

い。公民館祭りも文化会館での発

表もしない私達にも利用できれば

と思います。 

 

生涯学習センターの音楽室をご利

用いただけるものと考えておりま

す。 

原案どおり。 
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８３ 少子高齢化にあって、児童センタ

ーもこども図書館も無駄のひとこ

と。久喜市には公共施設が多すぎ

る。特に資料館は無用の長物であ

り、そこを整理して何かの施設に

すべき。 

本市の将来に向けた人口減少・少子

化の進行への対応として、久喜西児

童館・子ども図書館の設置は、子ど

もたちの自由な遊びや情操を豊か

にする場所として活用いただくこ

とにより、子育て世代にも選ばれる

魅力的なまちづくりの推進に寄与

するものと考えております。 

また、公共施設アセットマネジメン

トの推進にも努めて参りたいと考

えております。 

 

 

原案どおり。 

８４ 今回の計画であがっている児童館

やこども図書館をつくるとして

も、立地的にあんな寂しい場所に

子どもがひとりでいくことはでき

ない。駐車場を多く作るといって

も、所詮は親だのみ、利用もあま

り見込めない施設は必要なのか。 

 

 

８３番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

８５ 給食センターや生涯学習のホール

など、不特定多数の人間が出入り

するところに、子どもの施設を一

緒にするのは不安。セキュリティ

ー面をどうするのか。 

東京理科大跡地の活用につきまし

ては、現在、施設全体の基本的な活

用計画（案）をお示しした段階でご

ざいますことから、施設の利用形

態、運営時間等を踏まえた施設の管

理方法について検討して参りたい

と考えております。 

 

 

原案どおり。 

８６ 役所の建物が不足している訳では

ないので、全体計画が議論されな

い中で急ぐ必要性はない。第１期

工事は教育委員会の移転について

の改装計画に留め、総合的な事業

計画・資金計画を時間をかけて市

民に示す必要がある。 

６２番、６３番の意見に対する考え

方に同じ。 

６２番の意見

に対する計画

案への反映と

同じ。 
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８７ 第２期工事はＡ棟解体と３００台

分の駐車場整備は費用がかかるた

め、校舎内部の改装程度に抑える

のが経費削減につながりまた心配

される治水面でもよい。 

施設をご利用される多く皆様が安

心して自家用車で訪れることがで

きますように、敷地内への駐車場の

確保を図って参りたいと考えてお

ります。 

また、雨水の流出抑制に配慮して参

りたいと考えております。 

原案どおり。 

８８ 敷地の西側に巨大な物流施設を認

めて更に東側に給食センターと称

して工場を導入するのはいかがな

ものか。給食は現在全農食品が担

当し自校調理方式の学校も現行方

法の要望が強い。給食センターの

運営方式も議会には明らかにして

いない。 

市内学校給食センターの老朽化に

伴い、早急な建替えが課題となって

おり、用地の検討を行ってまいりま

した。そうした中で、東京理科大跡

地は、本市のほぼ中心に位置し、上

下水道や電気、ガスといったインフ

ラ整備や周辺の道路環境も整って

いることから、新たな学校給食セン

ターの建設用地として、大変適した

場所と考えております。また、新た

な学校給食センターの運営方式は

現時点では未定です。運営方法につ

いては、久喜市学校給食審議会の審

議を通して決定してまいります。 

 

原案どおり。 

８９ 給食センターが稼動すればトラッ

ク４０台前後がデリバリーするこ

とになり、市民への環境負担が増

える。更にたんすい防除（冠水な

どの増水）の観点からも下流の地

域まで問題が増えるのです。 

配送トラックの台数は２０台程度

を見込んでおりますが、配送に際し

ましては、効率的な運行方法にする

など、できるだけ環境に配慮して参

りたいと考えております。 

また、給食センターの建設に際しま

しては、雨水の流出抑制に配慮して

参りたいと考えております。 

 

原案どおり。 

９０ 資金の裏付けもなく、市トータル

的な財政上の長期資金計画を明ら

かにしていない中で、なぜ性急に

事業を行うのか市民に納得の行く

説明責任を果たしていくのが行政

の本筋ではないか。 

 

６２番、６３番の意見に対する考え

方に同じ。 

６２番の意見

に対する計画

案への反映と

同じ。 
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９１ 市民アイデアの募集から、今回の

計画（案）の提示にいたるまでの

プロセスが不透明。審議の過程を

詳細に説明すべきである。 

７４番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

９２ 市民からの要望のない「給食セン

ター」が、中核施設として位置づ

けられていることに疑問を感じ

る。 

既存学校給食施設の老朽化に伴い、

市内小・中学校に通う児童生徒に今

後も安定的に給食を提供していく

ために新学校給食センターを建設

するものです。 

原案どおり。 

９３ 本計画（案）では、今後のスケジ

ュールが提示される一方で、建設

コストが示されていない。市民の

税負担が増えることになるが、建

設にはいくらかかるのか、ランニ

ングコストを含めた財源について

の説明が求められる。 

 

６２番の意見に対する考え方に同

じ。 

６２番の意見

に対する計画

案への反映と

同じ。 

９４ 市の提案をもとに市民から寄せら

れたアイデアも加えて、検討する

開かれた審議委員会の設置を要望

する。 

２２番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

９５ 東京理科大学跡地を「多彩な人材

が集うハブ施設」として活用する。

久喜市に点在している人材や企業

がワークショップやイベントを開

催し、人的ネットワークを形成で

きる場所作りをする。これにより、

子どもや高齢者だけでなく、働い

ている世代も楽しめるという久喜

市の新たな魅力を発信する。また、

久喜市には企業の生産拠点や物流

施設も多くあるので、これらの民

間企業同士が融合したり、民間企

業と市民で開発した製品を生み出

す場所ができれば、「新たな産業」

や「大人も子どももわくわくでき

るような新たな文化」が生まれる

可能性もある。 

 

２番の意見に対する考え方に同じ。 原案どおり。 
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９６ 理科大跡地の教室の一部を長期貸

出スペースとし、ワークショップ

を開催することを条件に創作アー

ティストに貸出したり、３Ｄプリ

ンタなどのデジタル工作機器を自

由に使えるデジタルものづくりス

ペースを設けたりすることを提案

したい。 

 

１３番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

９７ 久喜には公園がない、少なすぎる。

これではこれから子育てをする世

代が残らないし、来ない。公園を

作って欲しい。 

公園スペースの確保は予定してご

ざいませんが、自由な遊び場として

屋外の芝生広場をご利用いただけ

るものと考えております。 

原案どおり。 

９８ 生涯学習センターの会議室の一部

を起業家のオフィスとして貸出し

てはいかがでしょうか。 

 

 

１３番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

９９ 旧久喜市市内小中学校の学校給食

開始時は、当時市民から「公設公

営」でとの要望が出されていたが、

「コスト削減のため全国農協食品

株式会社の全面委託とする」と民

意に反する決断と執行をされた。

今回の給食センターの新規運営に

ついては何も決定していないとい

うことだが、この路線でことが進

むと「公設公営」となると公算が

高く、当時の学校給食開始時のコ

スト削減思考と矛盾が発生し、財

政的にも困難・矛盾性が発生する。 

 更に「久喜市人口ビジョン・久

喜市総合戦略」では１５～６４歳

人口の減少傾向を予測しており、

費用対需要・効果性にも疑問を持

つ。財政側面等での再考を要求す

る。 

 

久喜市における学校給食基本方針

では、施設の整備方針として「全面

委託方式の調理場については、順

次、調理業務等の委託を含む直営方

式に移行します。」、業務の効率化と

して「施設や設備による効率化に加

え、調理業務、配送業務、配膳業務

などは、積極的に民間企業等の能力

を活用し、安定的な提供を図りま

す。」と定めており、新学校給食セ

ンターの建設は基本方針に基づい

たものです。また、単一施設で運営

を行うことにより、ランニングコス

トの縮減が図られ、中・長期的には

財政負担の軽減につながるものと

考えております。 

原案どおり。 
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１００ 全体的に事務室や会議室等が目立

ち教育委員会のための移転事業と

言う感じで、アイデア募集に対す

る市民提案の期待や想いを無視軽

視されたものである。全関連事業

は受動的事業で積極挑戦的なもの

ではなく、人口減少問題を根本的

解決策である産業振興に何ら貢献

寄与するものではない。 

 また、久喜市子育て教育センタ

ー事業は、教育委員会のみの主導

となっている様に見えるが、医療

側面では健康増進部、福祉側面で

は福祉部の関与が必須でありなが

ら、規模が小規模過ぎで久喜市行

政組織・職員の大胆な改新や改心

についての具体的な取り組みがな

く、当該事業に実効性がない。諸

問題解消や政策必須性等の側面等

で再考を要求する。 

 

２６番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

１０１ 折角建設されたＡ棟を新たな駐車

場整備のために解体・撤去される

ことは、今まで投資してきた関連

財産を無駄にするものである。 

 

 

５４番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

１０２ 当該無償譲渡された土地建物を消

化することに目を向けるのではな

く、将来の財政困窮や人口減少の

諸問題を如何に解消させ得るかの

知恵を具備頂きたいものである。

それに加え、組織改新等を効果的

な再組織化を図り実効性ある事業

とするべきである。 

企画政策のみの主導的な行政には

限界があり、各部のコンペ的な政

策策定を模索するべきである。 

 

 

２６番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 
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１０３ 「久喜市学校給食審議会」での久

喜市の学校給食基本方針について

の答申で、給食需要が経年的に減

少する中で「全面委託方式の調理

場について、順次直営方式（調理

業務等の委託を含む）に移行しま

す。」と結論付けが行われていた

が、活用計画（案）の中で給食セ

ンター新設事業が目論まれてお

り、需要減少の予測に対し事業投

資を行うのは矛盾・不合理性があ

る。建設したての菖蒲給食センタ

ー廃止には不合理性があり、老朽

化の鷲宮給食センターについては

建て替えをなされることに何ら反

意性もないことを申し上げる。 

 

学校給食の運営にあたっては、今

後、児童生徒数の減少が見込まれて

おり、これまで以上に効率的な運営

が必要となっています。既存の学校

給食施設が老朽化し、早急な建替え

が必要な中、将来的な見通しをもっ

て単一施設による効率性や市内の

全小・中学校で給食の内容を統一す

るため、新しい学校給食センターを

整備するものです。 

原案どおり。 

１０４ 久喜児童合唱団の練習場所とし

て、無料もしくは安価でとして使

わせていただきたい。 

８２番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 

１０５ ラベンダーで久喜をブランディン

グするための試みのために、理科

大敷地のラベンダーガーデンを作

らせていただきたい。 

草花による緑化は、施設の環境美化

に寄与するものと認識しておりま

すが、理科大跡地は、既に樹木等多

くの緑に恵まれた敷地でございま

すことから、現在のところ新たな樹

木の植樹等については考えており

ません。 

 

原案どおり。 

１０６ 児童センター、おもちゃ図書館な

ど、児童が屋内で過ごせる場が西

口にないこと、近年の夏季の気温

では遊べる場の確保が難しいた

め、屋内でこどもが遊べるスペー

スがあればと思います。 

 

新設配置する予定であります久喜

西児童館をご利用いただけるもの

と考えております。 

原案どおり。 

１０７ 西口の公園の少なさが挙げられる

ので、安心して遊べる公園として

の機能してほしいです。 

９７番の意見に対する考え方に同

じ。 

原案どおり。 



21 

 

１０８ 理科大近辺には３階以上の建物が

なく、北陽高校近辺は冠水してし

まい、久喜中、久喜南中ではさい

たま栗橋線を越える手間がありま

す。また、一般の方々との共存が

難しい高齢者、障がい児（者）が

優先的に避難できる福祉避難場所

であったらと思います。 

久喜市地域防災計画の中で指定し

ております「福祉避難所」につきま

して、施設整備を終え運用を開始す

る際に指定するかどうか検討させ

ていただきたいと考えております。 

原案どおり。 

 

【問い合わせ】 

直轄 

電話 0480-22-1111 内線２１０１・２１０２ 

chosei@city.kuki.lg.jp 


