
ふじみ野市公共建築物個別施設計画（案）に関する意見等の募集結果について 
 
■提出期間 

令和３年２月９日 ～ 令和３年３月８日 
 
■意見の募集結果 

提出者数 １７名  提出件数 ３４件 
 
■意見提出方法の内訳 

郵便    ０件     ファクシミリ     １件 
電子メール ０件     直接書面による提出 ３５件 

 
■担当課 

経営戦略室 
 
■意見の概要と市の考え方 
№ 意見の概要 市の考え方（修正がある場合は修正内容） 修正 
1 ・（p.33）大井中央公民館建替え後、今ま

で通りサークル活動ができる施設を設

計して欲しい。若者、高齢者が豊かに過

ごせる中央公民館の役割を持たせてほ

しい。 

 

・公民館は社会教育の場として不可欠だ。

今までの公民館の良さを引き継いで、住

民が気楽に安心して利用できる場を存

続して欲しい。 

新たな文化施設は、『「楽しいね」「また行

こう」新たな楽しみに出会えるふじみ野の文化

と人の交流拠点』という基本理念のもと、これ

までの公民館機能を有した施設として「学ぶ」

「育む」場を設けるとともに、多くの方に気軽

に安心してご利用いただける施設とするなど、

今までの機能を確保するとともにプラスアルフ

ァの機能を加えた設計をしております。 

なし 

2 公民館を今後どのような施設にするのか

は利用者・市民の声を聞いて計画を立てて

欲しい。 

文化施設の方針を決定するに当たっては、市

民ワークショップを開催するとともに、公民館

運営審議会、公民館の利用者懇談会、教育委員

会議など様々な場においてご意見をいただいて

まいりました。 

今後も、多くの皆様のご意見を伺いながら、

これまで公民館で実施してきた事業を継続して

まいります。 

 

なし 



3 公民館は事業者任せにするのではなく、職

員を配置し、今までの事業を継続してでき

るようにして欲しい。 

職員の配置につきましては、本計画の対象外

の内容となりますが、これまで公民館で実施し

てきた高齢者教育事業、青少年教育事業、成人

教育事業などの様々な事業につきましても継続

してまいります。 

なし 

4 上福岡の新文化施設には公民館職員は常

駐しないと聞いたが、ただの貸館になっ

て、市の社会教育事業は衰退してもよいと

の施策か。 

職員の配置につきましては、本計画の対象外

の内容となりますが、ふじみ野ステラ・イース

トにつきましては、施設を管理する組織を新た

に文化・スポーツ振興課に位置付けて職員を配

置するとともに、これまで公民館で実施してき

た高齢者教育事業、青少年教育事業、成人教育

事業などの様々な事業についても引き続き実施

するため、事業担当職員を上福岡西公民館に配

置し、事業を継続してまいります。 

なし 

5 ・2019 年 6月の市議会で公民館を残すとの

答弁をしていたが、大井中央公民館も新

文化施設の完成により、上福岡と同様に

公民館つぶしをするのか。強く反対す

る。 

 

・大井中央公民館が建替えとなるが、社会

教育を推進する場として、引き続き誰も

が公共の恩恵を受けられるように公的

責務が後退しないようにしてほしい。 

新たな文化施設は、公民館の枠を超えたふじ

み野市の生涯学習、文化芸術の総合拠点として

整備いたします。 

（仮称）西地域文化施設では、大井中央公民

館がこれまで担ってきたふじみ野市の社会教育

や文化芸術の振興を引き継ぎ、高まりつつある

市民の質の高い文化芸術活動など、これまでの

社会教育、生涯学習活動などの取組をさらに強

化し、市民の皆様にさまざまな学びの場、より

多くの人とのコミュニティづくりの場を提供し

てまいります。また、今後もこれまで公民館が

実施してきた事業につきましても継続してまい

ります。 

なし 

6 大井中央公民館は建替え後、どうなるのか

明記して欲しい。文化施設、図書館、公民

館の複合施設と書いて欲しい。 

（仮称）西地域文化施設の概要につきまして

は、「文化施設基本構想・基本計画」に記載して

おりますとおり、文化施設の中に公民館機能、

ホール、図書館機能を有した施設となります。 

本計画は、p.1 の「公共建築物個別施設計画

策定の背景」に記載しておりますとおり、公共

建築物の維持管理費用の縮減・平準化を目的に、

公共建築物ごとの保全や更新の方向性について

記述するものでありますことから、施設の概要

は記載対象外としております。 

なし 



7 ・（p.33）分館は今までどおりを希望。 

 

・（p.33）在り方について検討するだけで

は、具体的でなく不安だ。分館は今まで

どおり使用できることを希望する。 

 

・高齢者が歩いて集まれる場所、安心して

過ごせる場所があることで元気で生き

ることができる。 

 

・公民館分館は、中央公民館がないことで

利用者が増加している。在り方の検討と

あるが、今後も多くの市民が利用できる

ように、分館を残してほしい。 

本計画は、平成 22年 9月に策定した「ふじみ

野市公共施設適正配置計画（以下、「適正配置計

画」とします。）」と、その計画期間満了後の平

成 30年 3月に策定した「ふじみ野市公共施設適

正配置計画の検証結果及び施設整備・維持管理

の今後の方針（以下、「施設整備・維持管理の今

後の方針」とします。）」の方向性を引き継ぐと

ともに、平成 29 年 3 月に策定した「ふじみ野市

公共施設等総合管理計画（以下、「総合管理計画」

とします。）」の５つの基本方針を踏まえて策定

するものです。 

本計画期間中（令和 3年度から令和 10年度ま

で）における分館の今後の方向性につきまして

は、適切な維持管理を行いながら、「施設整備・

維持管理の今後の方針」に基づき、利用実態を

把握し、建物の状態等を踏まえた上で、教育委

員会の関係機関のご意見を伺いながら施設の在

り方について総合的に検討してまいります。 

なし 

8 分館は必要なところから建替え、高齢者も

障がい者も使いやすいバリアフリー化さ

れた分館の整備と市の直接管理を要望す

る。 

分館につきましては、本計画期間中（令和 3

年度から令和 10 年度まで）における建替えの予

定はございません。本計画期間中は、適切な維

持管理を行いながら、「施設整備・維持管理の今

後の方針」に基づき、利用実態を把握し、建物

の状態等を踏まえた上で、教育委員会の関係機

関のご意見を伺いながら、管理方法も含め施設

の在り方について総合的に検討してまいりま

す。 

なし 

9 ・分館の建替え計画や修繕計画を分かりや

すく明記して欲しい。 

 

・（p.33）古い分館のリニューアルと自然

災害時の役割も考慮した建替え計画を

立案して欲しい。 

分館につきましては、本計画期間中（令和 3

年度から令和 10 年度まで）における建替えの予

定はございません。本計画期間中は、適切な維

持管理を行いながら、「施設整備・維持管理の今

後の方針」に基づき、利用実態を把握し、建物

の状態等を踏まえた上で、教育委員会の関係機

関のご意見を伺いながら施設の在り方について

総合的に検討してまいります。 

また、修繕につきましては、毎年度分館の状

況を把握した上で修繕費用を予算計上してお

り、適正な予算執行を図っております。 

なし 



10 ・歴史民俗資料館や大井郷土資料館は建物

がなくなるようだが、その後の計画が分

からない。文化施設のように建替えなの

かを明記して欲しい。子どもたちや市民

が学ぶ場を廃止することに反対だ。 

 

・資料館について、合併市とは言え、それ

ぞれ培ってきた歴史が異なるので、今ま

で通り東西に各々あっていいと思う。 

 

・歴史民俗資料館や大井郷土資料館は建物

がなくなるようだが、その後の計画が分

からない。文化施設のように建替えなの

かを明記して欲しい。 

 

・（p.39）大井郷土資料館は大井図書館移

転まで維持管理する、在り方について検

討とあるが、大井地域の歴史を見ること

ができる貴重な場所であるから、無くな

ることには反対。 

 

・（p.39）大井郷土資料館は現在の地に残

してほしい。在り方検討とあるが、何を

どう検討するのか明記して欲しい。 

 

・大井郷土資料館の建物がなくなり、その

後どうなるのか説明が欲しい。 

 

・（p.39）大井図書館が移転後、大井郷土

資料館がどうなるのかこの計画案では

わからない。在り方検討ではなく、建替

えて欲しい。 

 

・資料館を統合するのであれば、集中豪雨

等による河川の氾濫があった場合のこ

とを踏まえて、上福岡歴史民俗資料館を

大井地域へ移動する方向で検討をして

欲しい。 

上福岡歴史民俗資料館及び大井郷土資料館と

もに、建築後 30 年以上が経過しておりますこと

から、施設の老朽化や埋蔵文化財の整理、保管

について課題がございます。また、上福岡歴史

民俗資料館はバリアフリー化の課題もありま

す。 

これらのことを踏まえ、学校の文化財展示室

や他の公共施設のスペース等を活用するなどの

ことも含めて、資料館という施設によらない展

示方法等、「施設整備・維持管理の今後の方針」

に基づき施設の在り方について検討してまいり

ます。 

なし 



11 若い転入者にとって、ふじみ野市が愛着の

あるふるさとになるよう郷土愛を育てる

資料館を。 

本市の資料館施設は、ふじみ野市資料館条例

の第１条において、市民の郷土に関する教育、

学術及び文化の発展に寄与するものとしてお

り、多様な郷土資料を活用して展示や講座、体

験教室を実施しております。 

今後は、収蔵資料のデータベース化や映像化

を進めて地域情報として発信し、それらのデー

タを市民が利活用できるようにするとともに、

ステラ・イースト等の文化施設、図書館や小中

学校などの公共施設、民間企業や商業施設、野

外など資料館という施設の枠にとらわれない

様々な場で事業展開を図り、本市への愛着がさ

らに醸成される文化財行政を進めてまいりま

す。 

なし 

12 公民館、分館、歴史民俗資料館の今後の方

向性を検討、施設の在り方を検討とある

が、抽象的であり計画内容がわからない。

今後もそれらの施設は存続されるのか。 

大井中央公民館につきましては、平成 28 年度

に老朽化による安全性が懸念されるホールを有

する公民館等について劣化状況、課題等の調査

を実施したところ「耐震性能が十分でない」と

の結果となりましたため、平成 29年度に策定し

た「文化施設等の整備に係る方針」において「耐

震性を有する施設は大規模改修を行い、不足す

る施設は耐震補強及び大規模改修または建替え

を行う。建替えの際は複合化の検討を行う」と

の方向性を示し、平成 29年度に策定した「施設

整備・維持管理の今後のあり方」及び令和元年

6月に策定した「文化施設基本構想・基本計画」

の方向性に基づき、(仮称)西地域文化施設とし

て建替えます。 

上福岡西公民館につきましては、適切な維持

管理を行いながら利用者及び市民のニーズを的

確に捉えるとともに、施設の状態等を総合的に

勘案し、大規模改修の実施も含め方向性を検討

してまいります。 

分館及び歴史民俗資料館につきましては、適

切な維持管理を行いながら、利用状況や建物の

状態等を踏まえた上で、施設のあり方について

総合的に検討してまいります。 

なし 



13 ・（p.33）すべての分館に「在り方検討」

とあるが、在り方とは何か具体的に記述

して欲しい。 

 

・大井郷土資料館の意欲的な企画展を毎回

楽しみにしている。図書館移設後どうな

るのか心配をしていたら、在り方検討と

あるだけだ。すべての在り方検討につい

て、どういう方向で検討するのか広く市

民に知らせ、オープンにすべき。 

本計画において示す「在り方検討」につきま

しては、p.21 に記載しておりますとおりです。 

なお、それぞれの公共建築物の抱える状況が

異なることから、今後の施設の方向性を決定す

るに当たっては、老朽化度合、耐用年数、耐震

性等の施設の状態、民間サービスとの競合や日

常生活における必要最低限の機能等の必要性、

その他利用率や予算規模、国や県等の補助金制

度や社会情勢等を考慮し、総合的に判断してま

いります。 

 

なし 

14 ・（p.2）民間活力とあるが指定管理者の対

応に不十分さを感じ、質問や相談をする

意欲がなくなる。以前のような市職員に

すべきではないか。 

 

・（p.2）今後の指定管理制度を進めること

に反対。市直営で運営し、市民の利用し

やすい施設とすること。 

本市の指定管理制度を導入している施設につ

きまして、指定管理者が、施設の設置目的を踏

まえ、専門職を活用することにより各施設の特

色を生かした多種多様な事業を展開することで

より効果的で質の高い施設運営が図られている

ケースもあり、民間事業者等の有するノウハウ

が活用されている優良事例と捉えております。 

市民の皆様が利用しやすい施設となるよう、

定期的なモニタリングにより指定管理者へ指導

を行い課題や問題点の改善に努めるなど、指定

管理者とのより一層の連携を図るとともに、住

民サービスの質の向上及び効果的かつ効率的な

管理運営が図られる施設につきましては、指定

管理者制度の導入を一つの選択肢として検討し

てまいります。 

なし 

15 建物の保全に対する職員の意識や専門

性を高め、日々の適切な点検により不具合

の早期発見の努めると記されているが、ぜ

ひ徹底して欲しい。施設管理業者と定期的

な連絡を取り、安全管理に対する必要な知

識と技術を身に着け、施設の安全性に気を

配ることが重要だ。 

維持管理につきましては、利用者に何よりも

安全に、そして快適にご利用いただけるよう、

建物や設備等を関係法令に従い保守点検を日常

的に実施し、予防保全等に努めております。今

後も、職員への施設マネジメントの意識の浸透

を図るとともに、適切な維持管理に取り組んで

まいります。 

 

なし 



16 ・資料編について、小学校は義務教育であ

るため、1 人あたりのコストという表現

は不適切ではないか。税金で建てられた

公共施設にコストがかかるという姿勢

を市がとるのは考え方が違うのではな

いか。 

 

・施設の一人あたりのコストの表現は不適

切ではないか。 

公共建築物を今後も適正に維持管理していく

ためには、p.91 に記載しておりますとおり、イ

ニシャルコストにランニングコストを含めたラ

イフサイクルコストを捉えることが重要と考え

ております。ご意見のとおり、公共施設は、市

民の皆様の税金で建てられたものでございます

が、維持管理にも、市民の皆様に納めていただ

いた税金を使用しております。市民の皆様の税

金によって維持されている大切な「市民財産」

であるため、すべての公共建築物について、維

持管理に係る一人あたりのコストを掲載し、市

民の皆様とともに公共施設の今後の方向性を検

討していくための資料としています。 

なし 

17 資料編（p.140）の市民 1 人あたりのコス

トの数値は間違いでは。 

ご指摘のとおり資料の数値に誤りがございま

した。市民 1人あたりのコストは、正しくは 343

円となります。資料編の数値につきまして、お

詫びして訂正いたします。 

あり 

18 コミュニティの場所、市役所、病院等への

交通を考えて欲しい。 

貴重なご意見ありがとうございます。今後の

市政運営の参考とさせていただきます。 

なし 

 


