
（公共施設個別計画（案）についてのパブリックコメント実施結果 

 
市川市 企画部 行政経営課 

 
 

〇実施期間 

令和元年6月28日（金）～ 令和元年8月30日（金）     64日間 

 
 

○ご意見を提出していただいた方の人数及び件数 
 

①インターネット 7人 10件 

②ファクシミリ 1０人 21件 

③行政経営課へ提出（持参） ０人 ０件 

④市政情報コーナー（中央図書館等） 0人 0件 

⑤郵送 0人 0件 

 
 

○ご意見への対応 

①ご意見を踏まえ、修正するもの 2件 

②今後の計画策定の参考とするもの                                                         26件 

③ご意見の趣旨や内容について、考え方を既に案へ盛り込み済みであるもの １件 

④その他（本計画そのものに対するご意見でないもの等） 2件 

 

 

 

〇ご意見の概要と市の考え方 
 

No. ご意見の概要 市の考え方 
ご意見へ
の対応 

1 

学校の建替えや統合は当該地域の住

民や社会にとって重大問題だがどの

ように進めていくつもりなのか。 

学校は、子どもが学習や生活をする場で

あると共に、地域コミュニティの中核的

な存在であり、防災の拠点でもあること

から、今後の再編・整備を進めるにあた

り、地域と協議しつつ丁寧に説明しなが

ら進めてまいります。 

② 

2 
小学校の統廃合は慎重に進めてもら

いたい。 

3 

給食センターにすることによって、配

送の時間なども考慮しなければいけ

なくなり、使える食材が制限されてし

まう。 

また、給食指導など食育の推進にも

悪影響だと思う。 建替え中の学校等へ給食を提供するた

め、給食センターの建設を検討しており

ます。 

学校給食の提供方法や給食センターの

調理・運営体制等については、利用者や

現場の職員の声も伺いながら検討をし

てまいります。 

② 

4 

市川市の学校給食は、全校が自校給

食ではないが、１校または２校分の給

食を給食室で作り、自校や配送先の

学校の児童生徒が食べるとい形にな

っているが、給食センターは、これま

での学校給食を大きく変えてしまう

可能性があると共に、学校給食室で

働く栄養士さんをはじめとした方々

の勤務条件を大きく変え、職を奪う

可能性がある。 

 



No. ご意見の概要 市の考え方 
ご意見へ
の対応 

5 

市川市内の小・中・義務教育諸学校・

特別支援学校の給食は、すべて単独

調理場または親子方式により運営さ

れていて、この方法には多くのメリッ

トがある。 

給食のセンター化ではこれらのメリッ

トが損なわれ、学校における食育も大

きく後退することになるので、給食セ

ンターの建設は、あくまで「学校建て

替えのための一時的な施設」としてほ

しい。 

建替え中の学校等へ給食を提供するた

め、給食センターの建設を検討しており

ます。 

学校給食の提供方法や給食センターの

調理・運営体制等については、利用者や

現場の職員の声も伺いながら検討をし

てまいります。 

② 

6 

子どもたちに安心で美味しい給食を

提供し続けていくために、給食センタ

ーの建設については今一度再考して

欲しい。 

7 

給食のセンター化はしないで欲しい。 

教育委員会を始めとして、現場の声

をよく聞いて判断をしてもらいたい。 

8 

給食センターの新設に関連して、市は

現在の学校給食に対してどのような

評価をしているのか。 

現在の自校調理方式を基本とした学校給

食については、食育の推進などに寄与し

ていると考えております。その反面、各学

校の老朽化が進み、施設や備品の修繕や

新規購入に対応しきれず、安全面や衛生

面での課題も深刻化しつつあります。 

④ 

9 

現在、庁舎として活用している八幡市

民談話室だが、旧来のように使用で

きるようにしてほしい。 

旧八幡市民談話室は、平成28年度に公

の施設設置条例を廃止しました。 

現在は、仮の市庁舎として活用しており

ますが、今後見込まれる本八幡駅北口の

再開発の状況などを踏まえて、今後の活

用については検討してまいります。 

② 

10 

旧八幡市民談話室は、市川市及び周

辺市民の作品発表や小グループの集

会で数多くの利用者に大きな便宜を

与えていた施設で、単なる貸館としと

は異なる。 

市川市からの文化発信の場として、

新市庁舎完成後は速やかに復活使用

できるようにしてほしい。 

11 

八幡市民会館が八幡市民談話室の代

替えとして十分とは思えないので、旧

八幡市民談話室は、新市庁舎への移

転後は、談話室として再度市民が利

用できるようにしてほしい。 

将来の北口再開発計画の区域だが、

計画にあたっては、現在の場所に市

民が利用しやすい展示室や会議室を

配置した施設を作ってほしい。     

12 

「旧八幡市民談話室」は、展示会など

もできて、市民が利用しやすく良い施

設だったので、市庁舎完成後は元の

「談話室」として利用できるようにし

てほしい。 

他の施設では、備品に不具合があっ

たりしたので早急に改善してほしい。 



No. ご意見の概要 市の考え方 
ご意見へ
の対応 

13 

八幡市民談話室は小規模団体の活

動・交流・発表の場として重要な施設

だった。立地も良く高齢者も利用しや

すかった。このような機能をもつ施設

を早急に新設してほしい。 

旧八幡市民談話室は、平成28年度に公

の施設設置条例を廃止しました。 

現在は、仮の市庁舎として活用しており

ますが、今後見込まれる本八幡駅北口の

再開発の状況などを踏まえて、今後の活

用については検討してまいります。 

② 

14 

計画で廃止対象となっている各幼稚

園は、隣接の小学校や自治体と交流

が盛んで、私立には無い、公立として

の利点がいっぱいある。 

公立幼稚園を廃止するのではなく、

存続するための検討をしてほしい。 

公立幼稚園の廃止は今後の利用状況の

推移を踏まえながら検討してまいります。 
② 

15 

新浜幼稚園、塩焼幼稚園が廃止にな

ると、市川市南部の広範囲が公立幼

稚園の園区ではなくなってしまう。 

この地区にはたくさんの外国籍の方

が住まわれており、私立でしっかりケ

アされるのか心配。 

新浜幼稚園では就園前の子ども達を

対象に「にいかもっこ」を月2回ほど

行っている、このような幼稚園の取り

組みをなくさないでほしい。 

新浜幼稚園は、小学校と隣接し立地

も良いので、廃止されずに存続させ

て欲しい、もし無理でもこの立地を市

民の為に有効に生かしてほしい。 

16 

人数が少なくなっている状況に応じ

たサービスを、公立幼稚園で行うべ

きではないか。 

私立には私立の公立には公立の良さ

があるのではないか。 

17 

子育て世代が安心して子どもを通わ

せることができる公立幼稚園は必要

不可欠だと思う。 

18 

財政を圧迫するのであれば、施設の

園の廃止はやむを得ないのかもしれ

ないが、地域毎の偏りや利用状況は

良く踏まえて決めてもらいたい。 

残存施設での児童の受け入れ増や、

時間幅の拡大といった、利便性の向

上や、教員の増強なども併せて考慮

するべき。 

19 

民営保育園は、営利優先で保育の質

が低下してしまうことが懸念される、

また、保育士の待遇も悪くなることが

懸念されるので、民営化しないでほ

しい。 

公立保育園に関しては、保護者説明会等

を開催し、利用者に情報提供や意見交換

を行い、丁寧に説明しながら進めてまい

ります。 

なお、運営手法については、民営化や統

廃合を基本として進めていきますが、ニ

ーズに沿ったその他の手法についても、

選択肢として柔軟に対応していきます。 

② 



No. ご意見の概要 市の考え方 
ご意見への

対応 

20 

安易な民営化に反対する。 

保育園は公立の方が質が良いと思う

ので、民営化しないでほしい。 

今後については、地域や保護者への

説明・周知を徹底して、多くの人が参

加できるように配慮してほしい。 

公立保育園に関しては、保護者説明会等

を開催し、利用者に情報提供や意見交換

を行い、丁寧に説明しながら進めてまい

ります。 

なお、運営手法については、民営化や統

廃合を基本として進めていきますが、ニ

ーズに沿ったその他の手法についても、

選択肢として柔軟に対応していきます。 

② 

21 

保育園の民営化について、民間の創

意工夫を取り入れるとあるが、民間

は利益優先にならざるを得ないの

で、採算が取れなければ撤退するこ

ともあると思う。 

安定した保育水準を保つためにも、

保育園は民営化しないでほしい。 

22 

民間でできるものは民間に任せると

いう考え方は、税金の無駄遣いをな

くすため、民間を活性化するためにも

良い考えだと思う。 

子ども発達センターについても、「そ

よかぜキッズ」のみならず「あおぞら

キッズ」や「ぺあ」なども含めて全面的

に民営化する方向で考えるべき。 

現存している公共施設が本当に民営

化できないのか、今一度厳しく再考

すべき。 

本市では、「各事業の実施主体は最適な

者が事業を行うべき」という経営方針に

基づいて、対象の事業や施設毎に、最適

な実施主体を判断しています。 

③ 

23 

民営化についてメリットやデメリット

を市がどのように考えているのかが

わからなかった。 

民営化については、施設の用途や利用対

象等によって考慮すべき点が異なると

考えられることから、具体的に個々の施

設の再編・整備について、方針案や基本

計画案を公表する段階で、具体的なメリ

ット・デメリットをお示ししていきたいと

考えております。 

② 

24 
野鳥観察舎の事業はぜひ推進してい

ってもらいたい。 
ご意見として承りました。 ④ 

25 

計画の目的として、行政の費用負担

削減が前面に来ていて、市にとって

のメリットが感じられない。 
個別計画を通じて、コスト削減以外にも

見込める効果に関する記載を追加しま

す。 

 

① 

26 

計画を通して、どのような市にしてい

きたいのかが全く見えない、計画の

内容が、それぞれの施設の整備予定

を列挙してるだけの無機質なものに

見える。 

27 
計画を説明する回数を増やしてほし

い。 

今後、具体的な再編・整備を進めるため

に各施設の整備案を作成していく中で、

説明会や地域への説明等を十分に行

い、ご意見を伺ってまいります。 

② 
28 

説明会の回数を増やすなど、もっと

市民の声を聞く機会を増やしてほし

い。 

29 

学校建替え時の一時的な施設であっ

ても、拙速な建設決定をしないよう、

学校関係者、特に給食室で働く人た

ちの意見を十分に聞いてほしい。 



No. ご意見の概要 市の考え方 
ご意見への

対応 

30 

施設の改築、新設といった計画に関

して、利用している市民の意見をよく

聞いて、より効果的な活用ができる

ようにしてほしい。 
今後、具体的な再編・整備を進めるため

に各施設の整備案を作成していく中で、

説明会や地域への説明等を十分に行

い、ご意見を伺ってまいります。 

② 

31 

説明会の参加者が少なかったが周知

努力が足りないのではないか、もっ

と丁寧に説明をしていくべきではな

いか。 
 


