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意見
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 

  

資料３ 

久喜市人口ビジョン(案)及び久喜市総合戦略(案)に対する意見への対応一覧 

意見番号 １～１７ ： 市民意見提出制度（パブリック・コメント） 
意見番号１８～２６ ： 久喜市地域創生市民会議 
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意見 
番号 

意見の概要 市の考え方 計画案への反映 

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 



3 
 

意見 
番号 

意見の概要 市の考え方 計画案への反映 

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 
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意見 
番号 

意見の概要 市の考え方 計画案への反映 

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。 

 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。 

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。 

原案のとおり 

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 
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意見 
番号 

意見の概要 市の考え方 計画案への反映 

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。 

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。 

原案のとおり 

１７ 久喜市人口ビジョン（案）の P２６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 

１８ 鷲宮神社の神楽の保存も事業の一環に加えてほしい。舞台も

老朽化している。 

久喜市総合戦略（案）  Ｐ13  提燈祭り等推進事業 

 市内には数多くのお祭りや文化財等があることから、事業名

の「等」にそれらも含めているものです。 

原案のとおり 
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意見 
番号 

意見の概要 市の考え方 計画案への反映 

１９ 松尾芭蕉が栗橋宿を訪れていた形跡があることから、栗橋まち

あるきマップでそのことに触れたらどうか。 

久喜市総合戦略（案） Ｐ13 栗橋宿まちあるき観光活性化事業 

まちあるきマップの内容については、今後、検討を進めて

いくものです。 

原案のとおり 

２０ 栗橋まちあるきマップの内容を検討する際には利根川とのか

かわりについても検討して欲しい。 

久喜市総合戦略（案） Ｐ13 栗橋宿まちあるき観光活性化事業 

19番の意見に対する回答と同じ 原案のとおり 

２１ 市民が地域医療ネットワーク（とねっと）などの既存の仕組みを

理解して使えるように検討して欲しい。 

久喜市総合戦略（案） Ｐ26 地域医療ネットワークの充実 

市のホームページや広報紙等による周知・啓発のほか、市

内小中学校の児童・生徒に「とねっと」加入の案内を配布して

います。 

また、市内各所で開催をしている祭り会場等においても勧

誘活動を実施しています。 

原案のとおり 

２２ 2017 年はカスリーン台風の大水害から 70 年の節目の年であ

る。 

同様に被害のあった、加須市や羽生市などと連携した取り組

みを検討してみてはどうか。 

70年ということでの事業については、特段、計画はしていま

せん。 

今後は国等の動きを注視していきます。 

原案のとおり 

２３ 年々、非正規雇用の割合が増えている。 

正規雇用が増える仕組みを検討して欲しい。 

「久喜市総合戦略（案）」に掲載をしている各施策を推進す

ることで、雇用の創出を図り、結果として正規雇用職員が増え

るよう取り組んでいくものです。 

原案のとおり 
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意見 
番号 

意見の概要 市の考え方 計画案への反映 

２４ 用途地域の見直しを進め、人口増加に影響の大きいマンショ

ン建設や区画整理事業などを推進すべき。 

総合振興計画や都市計画マスタープラン等との整合を図り

ながら、調和のとれたまちづくりを推進していくものです。 

原案のとおり 

２５ 「広域連携」や「政策間連携」といった文言を追加したらどう

か。 

２番の意見に対する回答と同じ ２番の意見に対する対応

と同じ 

２６ 偉業を成し遂げた人物について、掘り下げた紹介をしたらどう

か。 

既存事業で実施をしていますが、「ふるさとづくりの推進」

の中で位置づけられた事業として実施をしていきます。 

原案のとおり 

 


