
No 項目 意見の概要 市の考え方 修正

1
第４章
現状と課題

既存施設ありきでの見直しとなっているが、本来あるべき姿がど
うなのかを前提とすべきではないか。
・１０年後、２０年後の人口分布や財政状況がどうなっているから
必要な施設はこれだけになっている。など

・本方針は、今後３０年間という長期を見据えたものとして作成し
ており、「第４章　現状と課題」において、総人口・年齢３区分人
口の見通しや公共施設の老朽化に伴う維持・更新費用の増大、
厳しい財政状況といった諸条件を考慮しています。その上で、
今後３０年間で、施設総量として約１５％の縮減が必要であると
試算しております。
また、本試算においては、施設はあくまで総量として捉えてお
り、取り組みにあたっては、「第６章　見直しのアプローチ」１全体
的なアプローチ（３）施設総量の縮減及び施設利用の効率性向
上の推進（P２０）において記述しているとおり、「現状の施設利
用の効率性を把握するとともに、市民ニーズの将来見通しを踏
まえ、本来必要な施設規模を精査」して検討を進めてまいりま
す。
・なお、「第８章　取り組みの推進にあたって」３方針の検証、見
直し（Ｐ２６）において、「今後の社会経済情勢や市民ニーズの
変化などを注視し、必要に応じ、本方針の見直しを行います。」
と記述しており、本方針に基づく具体的な取り組みに当たって
は、将来の社会経済情勢などの変化を見据えながら、適切に対
応してまいります。

2
第４章
現状と課題

シミュレーションの条件が「地方公共団体の財政分析等に関す
る調査研究会報告書」を参考とあるが、もっと厳しい条件でシ
ミュレーションすべきではないか。

・「第４章　現状と課題」１現状と課題（３）維持更新費用の増大
（P１０～１１）におけるシミュレーションについては、収支ギャップ
の解消のため、総量ベースで数値を算出するため、総務省が作
成したモデルを参考に算出しています。
・シミュレーションの前提となる施設の維持・更新に投資可能な
額（現投資額）については、社会経済情勢に不透明な要素が多
いことから、現状維持としています。
・なお、「今後、人口動態や社会経済情勢の変化などによる影
響を考慮し、定期的に試算するなど、適切に現状を把握してい
きます。」と記述しており、将来の社会経済情勢などの変化を踏
まえ、シミュレーション内容を適切に把握し、本方針に基づく取り
組みを着実に推進してまいります。（Ｐ１１　脚注８参照）

3
第５章
見直しの
基本方針

区毎に特性があると思うので、対策がそれぞれ違う部分がある
のではないか。

・ご意見を踏まえ、「第６章　見直しのアプローチ」１全体的なア
プローチ（４）市民サービスの維持・向上（Ｐ２２）において、「施設
の配置検討にあたっては、サービス提供の対象エリア、公共交
通アクセスや接道条件、周辺環境などの地域特性を踏まえ、将
来にわたり利便性の高い立地を選択することにより、市民サービ
ス拠点としての継続性を確保します。」に修正します。

〇

4
第５章
見直しの
基本方針

「公共施設見直し方針（案）」は「人口減少」と「財政」の点から、
施設の縮小再編を目指す手法として提案されている。
一つの手法として理解はできますが、「仏作って魂入れず」で公
共施設としてつくられた「ハコモノ」の処分にしか目が行っていな
いのかと不安になる。

・「第５章　見直しの基本方針」（P１６）において、「総人口の減少
などのニーズの変化や維持更新費用の増大に対応し、適切な
市民サービスを持続的に提供していくための見直しの基本方針
（見直し３方針）」を示しており、この基本的な考え方のもと、施設
の再配置や施設利用の効率性向上など、具体的な取り組みを
進めてまいります。
・また、再配置の検討にあたっては、将来にわたり利便性の高い
立地の選択や、複合化する施設の新たな利用者同士の交流や
副次的効果の創出など、市民サービスの維持・向上の視点を踏
まえ、取り組んでまいります。

5
第６章
見直しの
アプローチ

見直しの方向は賛成であるが、同一地区に同じような施設が近
接しており、所管が違う場合（例　UR、市営住宅、県営住宅が近
接する場合）はどうするのか。

・「第８章　取り組みの推進にあたって」１関係機関との連携強化
（Ｐ２６）において、「必要に応じて国や県などの関係機関とも連
携し、取り組みを進めます。」と記述しており、本方針に基づくア
クションプランなどの具体的な取り組みにおいて、検討を進めて
まいります。

「千葉市公共施設見直し方針（案）」に対する意見の概要と市の考え方
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6
第６章
見直しの
アプローチ

見直しの方向は賛成であるが、ＰＦＩ方式を導入と書いてあるが、
単に民間で安く抑えるという発想でなく、創意工夫やノウハウを
活かし、公共施設そのもののサービスの質を高める発想が欲し
い。

・本方針では、ご指摘いただいたＰＦＩ導入を含む、集約化・複
合化・類似機能の統合などの再配置検討ツールに加え、再配
置にあたっての留意点や副次的効果の創出など、市民サービ
スの維持・向上のための視点及び取り組みを定めています。

7
第６章
見直しの
アプローチ

子どもが減少するから学校を統合したり廃止するという考えには
反対する。子どもが減少傾向にあるならば、１クラスの児童数・生
徒数を20人くらいにして、教師を増やし、少人数クラスの学校を
推進するべき。
現在でも、いじめや不登校は増えているのだから、少人数のクラ
スを設定し、教師も生徒・児童も余裕を持った学校生活ができる
ように配慮するべき。
少人数のクラスでは、個性尊重の教育ができるし、いじめも不登
校も減るだろう。子どもが減少したから、学校を統廃合するという
単純な発想はやめてほしい。
少人数のクラスを設定し、子どもたちの命と人権と個性と自由を
尊重した人間らしい教育および男女平等教育を学校教育の中
で実践していくことが重要だ。

・本方針では、「第６章　見直しのアプローチ」１全体的なアプ
ローチ（３）施設総量の縮減及び施設利用の効率性向上の推進
（P２０）において、「縮減可能性を検討する基本として、現状の
施設利用の効率性を把握するとともに、市民ニーズの将来見通
しを踏まえ、本来必要な施設規模を精査します。」と記述してお
り、見直しについて、この考え方を基本として取り組みを進めて
いく予定です。
・なお、学校については、子どもたちの社会性や協調性を育て
るため、子どもたちの集団活動や多くの教職員との触れ合いな
どを確保できる適正な学校規模が必要と考えています。
・このため、本市では、千葉市学校適正配置実施方針（平成19
年10月策定、平成24年11月改正版）に基づき、子どもたちのよ
りよい教育環境の整備と教育の質の充実を目的とした、学校適
正配置を推進しています。
・同方針では、学校の適正規模を小中学校ともに１２～２４学級
として定めています。また、１学級当たりの児童生徒数は、公立
義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する
法律や県の学級編制基準を基本としています。

＜市ホームページ＞
「千葉市学校適正配置実施方針（平成19年10月策定、平成24
年11月改正版）」（教育委員会企画課）
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/tekiseiha
ichijissihoshin.html

8
第６章
見直しの
アプローチ

高齢者が増えるのだから、高齢者が趣味などで集う施設（いきい
きプラザなど）を減らす考えには反対する。
元気な高齢者はボランティア活動や趣味の活動でいきいきと楽
しく暮らし、長生きをしてもらわなければならない。
高齢者が増加する現状を踏まえ、趣味活動やボランティア活動
をするスペースや施設は、今後も増設することが大切だ。

・具体的な施設の見直しに関する取り組みについては、いただ
いたご意見を参考に、今後の取り組みに活かしてまいります。
・なお、「第６章　見直しのアプローチ」１全体的なアプローチ
（３）施設総量の縮減及び施設利用の効率性向上の推進（P２０）
において、「縮減可能性を検討する基本として、現状の施設利
用の効率性を把握するとともに、市民ニーズの将来見通しを踏
まえ、本来必要な施設規模を精査します。」と記述しており、取り
組みにあたって、本来必要な規模をベースに検討することとして
います。

9
第６章
見直しの
アプローチ

全体の内容としては、一般的に言われている施策が書かれてい
るようで、千葉市としての特徴が見当たらない。
・市営住宅は廃止し必要世帯に対する補助への切り替え。
・小学校は一学年５クラス以上とする。
・コミュニティセンターや公民館を中学校と併設する。など

・本方針は、適切な市民サービスを持続的に提供するため、施
設利用の効率性向上や再配置、総量縮減に関する基本的な考
え方をまとめたものです。
・ご意見の内容につきましては、方針に基づき、今後、具体的な
取り組みを検討する中で活かしてまいります。

10
第６章
見直しの
アプローチ

テニスコートなどのスポーツ施設は、中学校の施設と一体にし、
授業や部活動のない時間を開放する運用にし、施設数の拡大
と教育環境の充実を図る。
・民間施設と比較し、利用料金が極端に安いため、利用者が固
定傾向にあるように思います。
・子ども達が気軽に使える環境を増やしていきたい。

・具体的な施設の見直しに関する取り組みについては、いただ
いたご意見を参考に、今後の取り組みに活かしてまいります。

11
第６章
見直しの
アプローチ

公民館やコミュニティセンターは、防災拠点の意味合いがあると
思うので、地域の状況（地形、年代別人口など）に応じた配置と
してほしい。

・ご意見を踏まえ、「第６章　見直しのアプローチ」１全体的なア
プローチ（４）市民サービスの維持・向上（Ｐ２２）において、「施設
の配置検討にあたっては、サービス提供の対象エリア、公共交
通アクセスや接道条件、周辺環境などの地域特性を踏まえ、将
来にわたり利便性の高い立地を選択することにより、市民サービ
ス拠点としての継続性を確保します。」に修正します。 〇
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12
第６章
見直しの
アプローチ

公民館がなくなっては困る。
公民館の運営は教育委員会が受け持ち、職員が積極的にやっ
て欲しい。
高齢者を住まいの５００メートル以内で生活できるようにする、と
いう方針は無くなるのだろうか。国民の権利などで残さなければ
ならないのではないか。
これからも勉強のプログラムのネットワークを作り地域の学習（地
域住民の問題解決)に取り組みたい。
千葉市の出前講座は何回も利用している。
これからも公民館を利用して若い人達につなげていきたい。

・本方針は、適切な市民サービスを持続的に提供していくため
の基本的な考え方をまとめたものです。
・具体的な施設の見直しに関する取り組みについては、いただ
いたご意見を参考に、今後の取り組みに活かしてまいります。

13
第６章
見直しの
アプローチ

市役所や区役所は、利用者の利便性を考えて配置してほしい。
・市役所を訪れる市民は大半が事業者（企業）であるため、市内
中心部にある必要はあまりないと思う。
・一方区役所は、コミュニティセンターでの事務代行はあるもの
の、頻繁に訪れる可能性があり、もっと交通の便が良い場所に
設置すべきと思う。

・「第６章　見直しのアプローチ」１全体的なアプローチ（４）市民
サービスの維持・向上（Ｐ２２）において、「施設の配置検討にあ
たっては、サービス提供の対象エリア、公共交通アクセスや接道
条件、周辺環境などの地域特性を踏まえ、将来にわたり利便性
の高い立地を選択することにより、市民サービス拠点としての継
続性を確保します。」と記述しており、ご意見の趣旨を踏まえて
います。

14
第６章
見直しの
アプローチ

小学校や保育所、幼稚園などは、できるだけ同じ敷地に開設す
るなど、子どもたちがたくさん集まる環境を作るようにしてほし
い。
また、少子化により小学校の一学年の児童数が減っていってい
るが、友達の数が少ないのは可哀そうであり、一学年５クラスな
どを基準に統合し、通学距離が長くなる子どもへの支援を考え
てほしい。

・具体的な施設の見直しに関する取り組みについては、いただ
いたご意見を参考に、今後の取り組みに活かしてまいります。
・なお、学校については、「第５章　見直しの基本方針」２「施設
の再配置」の考え方（P１８）において、「周辺の公共施設と複合
化し、複数施設の利用をしやすくしたり、施設利用者同士の交
流を創出するなどにより、地域コミュニティの中心として効果的、
効率的な施設配置を検討します。」と記述しています。
・また、少子化による学級編成や通学距離等については、子ど
もたちのよりよい教育環境の整備と教育の質の充実を目的とし
た学校適正配置を推進するため、千葉市学校適正配置実施方
針（平成19年10月策定 、平成24年11月改正版）を策定してお
り、同方針の中で、学校の適正規模などの考え方を示していま
す。
・同方針では、学校の適正規模を小中学校ともに１２～２４学級
とし、通学距離は、小学校で概ね４ｋｍ以内、中学校で概ね６ｋ
ｍ以内と定めています。また、本市の１学級当たりの児童生徒数
は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準
に関する法律や県の学級編制基準を基本としています。

＜市ホームページ＞
「千葉市学校適正配置実施方針（平成19年10月策定、平成24
年11月改正版）」（教育委員会企画課）
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/tekiseiha
ichijissihoshin.html

15
第６章
見直しの
アプローチ

「公共施設」は、国の官僚組織のタテわり行政の下部組織の施
設として建設されてきた。
特に文科省とか厚労省の系列として位置付けられたものが多
く、施設を使用する住民のことは考慮されていない。
地域コミュニティを形成する人のつながりを誘導していけば「生
きた施設」として「市民自治」意識が育まれてくると思う。

・「第５章　見直しの基本方針」２　「施設の再配置」の考え方（Ｐ
１８）において、「学校については、周辺の公共施設と複合化し、
複数施設の利用をしやすくしたり、施設利用者同士の交流を創
出するなどにより、地域コミュニティの中心として効果的、効率的
な施設配置を検討します。」と記述しており、この基本的な考え
方に基づき、具体的な取り組みを進めてまいります。

16
第６章
見直しの
アプローチ

「公共施設」は複合施設として公民館、図書館、コミュニティセン
ター、区役所の出張所、保育所などできるだけ多くの機能を持
たせることで住民は集まってきます。その効果として、「市から市
民へ」「市民から市へ」の双方向の情報交流が出来てくると確信
しています。

・ご意見のとおり、施設の複合化は重要であると考えていること
から、「第６章　見直しのアプローチ」１全体的なアプローチ（３）
施設総量の縮減及び施設利用の効率性向上の推進（Ｐ２１）に
おいて、再配置検討のツールとして記述しています。
・なお、施設の複合化の実施にあたっては、施設の配置状況等
を踏まえて取り組んでまいります。
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17
第６章
見直しの
アプローチ

「公共施設」の使用状況を「どれだけの人」が「どんなことに使
用」しているかだけでなく、「少子高齢化社会」を行政だけでは
担いきれないので、「地域でできること」については「住民の力」
を活かせるシステムを作ってほしい。

・ご意見のとおり、行政だけの取り組みではなく、市民の方にも
本方針の考え方や取り組みの必要性を共有していただき、見直
しの取り組みに主体的に参画・協力していただくことが重要であ
ることから、市民と市（行政）が一体となった見直しを進めてまい
ります。

18
第６章
見直しの
アプローチ

資産管理として、「施設の統廃合」「民間委託」のような安易な手
法をとらず、「こころ通う地域社会」を造るキッカケにしてほしい。

・本方針が示す見直しの必要性や取り組みの方向性について、
市民・利用者などの理解と協力を得ながら、本市のより豊かな未
来、持続的なまちづくりのために、取り組んでまいります。

19 その他

戦後の民主主義が上からの目線でお仕着せになっていて、市
民が主体的に参加する「市民自治」の理念が、千葉市行政には
感じられない。
「自治体」として「市町村」が位置付けられていても、「財政」や
「権限」の面において国の権能が大きすぎて、住民が「自治意
識」を持てるような施策を進めることができない。
そんな状況が長く続き過ぎました。住民の大勢は「受け身」に慣
らされてきたのが実情である。

・「第６章　見直しのアプローチ」１全体的なアプローチ（１）取り
組みの基本姿勢（Ｐ２０）において、「利用者でもあり、納税者で
もある市民の方には、本方針の考え方・取り組みの必要性を共
有いただくとともに、見直しの取り組みに主体的に参画・協力を
していただくことが重要です。」と記述しており、この基本姿勢の
もと、施設の具体的な取り組みを進めてまいります。

20 その他

資産経営課だけでは対応できない。
このパブコメだけで市民の意見を集約したことにはならない。
区単位で多くの意見交流を積み上げてほしい。

・公共施設の見直しを着実に推進するためには、これまで以上
に、横断的な連携・協力を図ることが必要であることから、庁内
の連携・協力を一層緊密にするとともに、利用者でもあり、納税
者でもある市民の理解が必要不可欠であることから、適切な情
報発信・情報提供に努め、本方針や施設利用の現状などにつ
いて認識の共有を図るとともに、必要に応じて市民意見の聴取
や、市民参画の機会を設けるなど、市民と市（行政）が一体と
なった見直しの取り組みを推進します。

※項目については、ご意見の趣旨を踏まえ、本市で整理しています。また、ご意見については、趣旨を損なわない範囲で要約しています。
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