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お寄せいただいた意見及び意見に対する市の考え方を公表します。 

■ パブリックコメントの結果 

我孫子市ふれあい工房の設置及び管理に関する条例を廃止する条例（案）につ

いてパブリックコメントを実施したところ、次の結果になりました。貴重なご意

見をお寄せいただきありがとうございました。 

１ 募集期間  令和元年１２月１６日から令和２年１月１５日 

２ 提出人数  ２４名 

３ 意見総数  ３２件 

４ 公表場所 

 クリーンセンター、ふれあい工房、行政情報資料室（市役所本庁舎１階）、各

行政サービスセンター、生涯学習センターアビスタ、湖北地区公民館、市民プラ

ザ、我孫子市民図書館湖北分館及び布佐分館、各近隣センター、我孫子市ホーム

ページ 

５ 意見公募した内容 

我孫子市ふれあい工房の設置及び管理に関する条例を廃止する条例（案） 

（別紙参照） 

６ 意見と意見に対する市の考え方  別紙参照 

７ 内容の修正について 

   寄せられたご意見に基づき、我孫子市ふれあい工房の設置及び管理に関する条

例を廃止する条例（案）について検討した結果、修正は必要ないと判断しました。 

８ 担当  クリーンセンター リサイクル推進担当 TEL：04-7187-0015 

 

 

 

我孫子市ふれあい工房の設置及び管理に関

する条例を廃止する条例（案）に対する意見

募集（パブリックコメント）結果の公表 



整理 

番号 
提出された意見 意見に対する市の考え方 

○ふれあい工房の存続を求める意見 

1-1 

意見 ふれあい工房が出来たときからきている者ですが、やめるということで非常に残念です。 

ふれあい工房では、来場者や技術アドバイザ

ーの減少、ごみ削減の取り組みの停滞、市民が

利用する施設としての老朽化が課題でした。運

営協議会と課題を共有しつつ事業を継続してき

ましたが、ここ数年で状況はさらに悪化しまし

た。 

つきましては、今年度の事業仕分けの結果に

基づき、やむを得ず閉館します。 

なお、クリーンセンターには、ふれあい工房

に代わって提供できる場所はありませんので、

今後は、近隣センターや市民センター、公民館

を利用してください。 

 

利用者の方は、これまでふれあい工房をご利

用いただき、ありがとうございます。今後は、

生涯学習団体への参加や生涯学習出前講座の利

用を検討してください。 

また、技術を身につけた方は、今後、生涯学

習団体の指導者や生涯学習講座の市民講師とし

てごみの削減に取り組んでいただければ幸いで

す。 

 

技術アドバイザーの方は、これまでふれあい

工房でご活動いただき、ありがとうございます。

今後は、生涯学習団体の指導者や生涯学習講座

の市民講師として引き続きごみの削減に取り組

んでいただければ幸いです。 

理由 
お教室に来ている方々が作品が出来るとうれしそうにしています。認知症やうつとかも人

とお話しすることでふせげるかもしれません。 

2-1 
意見 

突然の廃止の知らせに驚きました。楽しみに来ていた人へも、もう少し前に知らせるべき

だと思いました。 

一部の人ではありますが、集いの場としてこれに代わる場はないと思います。出来た時の

目的は、年を重ねても健康にという事だったと思います。 

理由 来てくださっている人は、びっくりして、寂しくなるという方が沢山おります。 

3-1 意見 

この場所で木工・リメイク等、楽しんでいます。 

こういった場所が有る我孫子という場所が好きです。ぜひこのような住民とふれ合える場

所を存続させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

4-1 

意見 ふれあい工房を継続して欲しい 

理由 

講習を受けて３回目ですがあまり知られていないと思います。受けてみると楽しいし次の

会が待ちどおしい。又作品をみると嬉れしく元気が出ます。 

次のを作る計画も希望を持てて生きがいになり廃止をしないで欲しいと思います。 

5-1 

意見 ふれあい工房について 

理由 

 ２０年前に立ち上げお手伝いしていました。 

なぜ今この用な事になったのか、意見を聞きたいです。今の年老は、工房で何を作り、皆

と話をする事が良いと思います。 

7-1 

意見 ふれあい工房の存続お願いします。 

理由 
いろいろ勉強になり、とても楽しく皆さんと趣味をともにできる最適の場所であるからで

す。 

9-1 

意見 最近ふれあい工房を使用し楽しくさせて頂いていますので、是非今後も継続して頂きたい 

理由 

長い間仕事をしていて最近退職し何かしたいと思い広報に募集があり参加させて頂きま

したら 皆とてもいい人ばかりで おしゃべりしながら楽しく作っていて、こういう場がな

くなるとさみしく感じます。（皆から情報を交換しています。） 

10-1 意見 
ふれあい工房がなくなる事を聞いたのですが、必要だと思うので是非残して欲しいと思い

ます。なくなるのは残念ですので！ 



理由 

 仕事をやめて、ここで手芸を教えていただいていろいろな事を経験しました。 

 みんなでお話しも出来て、楽しく過ごせてよい時間をいろいろ、大勢の人に経験して欲し

いです。 

11-1 

意見 ふれあい工房が無くなることに反対意見です。 

理由 
民間のカルチャースクールにも参加していますが、捨てられてしまう傘の布地を使った教

室などはありません。エコの観点からも、中高年のひきこもり予防にも大事な工房だと思う。 

11-2 

意見 リサイクル教室を継続してほしい。 

理由 

おひな様等季節感のある教室 

着なくなった着物のリフォーム教室、ちりめん人形教室等入会金等高額な費用を必要とし

ない教室は年金生活者にとっては貴重な学びの場ですので、継続してほしい。 

12-1 

意見 
急に工房がなくなると聞いてびっくり。 

皆んな楽しくボランティア出来て喜んだりしてました。 

理由 

これから３月からも他に同じようにすることはむずかしい。 

道具を保管したり机などもあるところは借りられないと思いますので出来ればこの場所

そのまま使用させて下さると良いです。 

13-1 

意見 おしゃれ相談日の存続願い 

理由 
 家で和の着物を改装し、バッグや洋服を作りたいが、わからない所等おしえてほしい事の

相談日がある事は着物等のリサイクルにつながり、希望になる。 

13-2 

意見 木工の相談及び作業の存続願い。 

理由 
高齢になり、時間もとれるようになったので、色々おしえてもらえるので、ぜひ、アドバ

イザーさんの手助けがほしい。 

14-1 

意見 工房を締めることに反対します 

理由 

老後の憩の場として皆さんとわきあいあいと話す場であり、古い着物や帯を再利用してつ

るしびなやバッグ、上衣等いろいろな作品を作っています。手を使うことでぼけ防止になり、

話しながら作業をするという最高の場所が無くなる事は残念です。 

16-1 

意見 我孫子市ふれあい工房の存続希望 

理由 

 老齢化のすすむなか、いろいろな人と技術などをもちより、くすりのいらない生活をし、

医療費削減、生涯現役目ざす。 

 ８０代、７０代の人の技術など、後世の人に伝えたい。 

17-1 
意見 市民に欠かせない公共設備であり、是非残してほしい 

理由  各家庭では木工環境がなかなか確保できず、これだけの設備、インストラクターのある施



設は、市民に必要。 

 ジョイフル等にも類似施設はあるが、利用は購入したものに限定され、価格も高い。 

17-2 

意見 他の公共工事等を少々削減して、予算を引続きつけてほしい 

理由 

 毎日の様に利用するわけではないが、ちょっとした修理（机、イス）、ちょっとした家具

（引出し、オブジェ、ヒナ飾り…）を作るのに利用。 

市に１つは必要な公共施設ではないでしょうか。 

19-1 意見 

 これから高齢社会になるのに、このような施設が閉館するとはこれからの社会に逆流して

いるのでは。多くの施設が必要だと思います。ここのボランティアさんたちはとても親切で

丁寧な指導をしていただき、いきがいになりました。今までの市ではこんな施設がありませ

ん。この市に越してきたことはとても幸せです。どうかいままでどおり教室が続けられるよ

うにお願いします。 

20-1 

意見 
この教室を維持する事に依って近隣の人達との輪、会話が出来る。 

教室自体だけでも開放して自由に使わせて 

理由 
 皆さんのチホウ防止 

 和室で教室としての利用が出来る 

20-2 

意見 利用を楽しみにしている方が多く、各地域の人達との会話そして相談も出来る 

理由 
 地域のカッセイ化 

女性だけで問題提起も出来る。 

21-1 

意見 ふれあい工房で木工で木材の再利用ができなくなる 

理由 

・資源の再利用をできなくなる。 

・老人達の手仕事での作業をしている姿はいきいきしていました。 

・是非残してほしい。 

23-1 

意見 
 たてかえた後も、続いてふれあい工房が行われるよう願っています。 

 市民の方々が、日々楽しく学べる場所を存続させて頂きたいと思います。 

理由 

 料金も、とても安く利用させて頂けて、先生方も皆とても親切で、ここが１番すてきな場

所です。私は、あちこちの公共の場で学びましたが、この場所が１番すてきですごいです。

料金も１番お安くして頂き、先生方のお人柄のすばらしさを感じます。宜しくおねがいしま

す。 

24-1 意見 

 表記の件、偶然、広報あびこで知ることとなり、とても驚き、残念に感じるので再検討及

び熟考されたい。市民のためにあるべき設備を活用する工夫が全く感じられないうちに、わ

ずかな期間内に、すでに内定済みのような表現での告知がされていることが、魅力のある市

政へつながるのか、と感じている。 



理由 

 ふれあい工房の実際の役割をおえたという結論は早急な切り捨てではないのか。毎月１回

はリサイクルの件や、教室（工房）の告知が広報に出ていて、我孫子市にそういう存在があ

ることが、奥行のある行政の一端であると好ましく感じていた。最近、「渋谷」などで「住

みよい街我孫子」など若い世代の誘致を行ったりしているようだが、東京にも三鷹市など自

然もあり都会の文化も近い所に同じような工房がある。リタイア世代のすごし方の１つの選

択肢になりうる。 

24-2 

意見 

 「存在する」のと「存在しない」のでは、何か違う。 

 その魅力にもいかにして結びつけていけるのか、行政サイドで知恵と工夫をこらしてもら

えないものだろうか。 

 あれだけの設備をつくり、かつて１万人も人が来たのだから、潜在的には使い方を工夫す

れば、まだ需要がほりおこせるのではないのだろうか。「技術アドバイザーを養成する」と

いう講座や、都会のマンション生活者にはなかなか出来ないような、リサイクルを手作り、

リメイクなどで体験したり、「柏市」や「取手」の間にある我孫子市ならではの展開がされ

ないのだろうか。 

理由 

 「我孫子市の事業仕分け」が、まずよくわからず、文句が出る可能性が低そうだから、と

短期間の告示のみで切っていってしまわれる印象。運営資金がないから、と反対した意見の

委員の声も聞けずに我慢させられる印象も受ける。もっと使う人がふえる工夫をこらしてか

ら、クローズする検討をしてみてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



整理 

番号 
提出された意見 意見に対する市の考え方 

○施設の一部を継続して利用すること、またはクリーンセンターが他の場所を提供することに係る意見 

1-2 
意見 

そんな訳で一部屋でも残していただく訳にはいかないでしょうか。治療費も少なくなれば我孫

子市にもいいのではありませんか。 

 施設の構造上、全部開館する場合と一部

を開放する場合を比較して、維持管理に必

要な費用は大きく変わらないこと、さらに

来場者が減少しごみ削減の取り組みが困難

になることを勘案すると、事業を縮小して

一部を残すことはできません。 

クリーンセンターには提供できる場所が

ありませんので、今後は、近隣センターや

市民センター、公民館を利用してください。 

 

利用者の方は、これまでふれあい工房を

ご利用いただき、ありがとうございます。

今後は、生涯学習団体への参加や生涯学習

出前講座の利用を検討してください。 

また、技術を身につけた方は、今後、生

涯学習団体の指導者や生涯学習講座の市民

講師としてごみの削減に取り組んでいただ

ければ幸いです。 

 

技術アドバイザーの方は、これまでふれ

あい工房でご活動いただき、ありがとうご

ざいます。今後は、生涯学習団体の指導者

や生涯学習講座の市民講師として引き続き

ごみの削減に取り組んでいただければ幸い

です。 

理由 ぜひ続けていただくようごけんとう下さい。 

2-2 
意見 

一部でも続けられる方向に持っていくことは不可能でしょうか。 

もしも出来れば、それに代わる場所を提供することを少し考えてほしい。 

理由  続けていくことが、最善だと思いますので よろしく、お願いします。 

6-1 

意見  ふれあい工房終了について 

理由 

 工房開設当初からボランティアをして来ました。 

 古い物をよみがえらせることに誇りすら抱いてきました。参加した市民の皆さんも出来上った

作品を満足そうに見ていました。工房がなくなることを皆さん残念に思っています。 

 かなう事なら和室だけでも使わせて頂けないでしょうか 

8-1 

意見 ふれあい工房を使い続けられるように希望します。 

理由 

公共の建物なので、わずかな利用料金でいろいろ有益な講座を体験することができありがたい

と思っていました。本日縫い物の会へ参加して、はじめて閉鎖されるときき、とても残念です。

違う場所でもいいので、この様な機能をもった会場を、かくほしていただけるようお願いします。 

14-2 意見 全体を絞めるのではなく和室は残し、木工場も片すみに木工をする場所を確保して欲しい。 

18-1 

意見 

工房でのＡＤとして少し慣れてきたところで急なお知らせでびっくりしました。材料も含め多

くの準備をしていましたので残念です。 

木曜日の着物リメイクは人気で、利用者の方々も落胆されていました。 

どこか他の所で継続できたら良いのですが… 

理由 

 場所の確保、機材の保管とか難題も多く、現状のような教室はできない様に思います。市の支

援をいただいて…工房のような利用者の気持に寄りそった講座ができますように、と思います。 

 夏休みの子供フェスタもご近所での評判もよく、工房での活動がなくなるのが残念だという声

を多く聞きました。 

 

 



 

整理 

番号 
提出された意見 意見に対する市の考え方 

○個別に市の考え方を公表する意見 

15-1 

意見 ふれあい工房の存続を希望します。（布クラブ） 着物や帯などの繊維類は、クリーンセンターで燃やさずに資源として

売却しています。 

 家具については、ふれあい工房で再生販売することで焼却量の減少に

寄与してきました。しかしながら、ここ数年は、粗大ごみとして排出さ

れる家具の品質が低下し、かつ購入する方も減少してきたため、最盛期

のような再生販売ができませんでした。 

なお、残念ながら昨年度は、ふれあい工房で排出したごみの量が、ふ

れあい工房で再生したごみの量を上回ってしまいました。 

理由 

 年と共に出向く事が出来なくなり、人づきあいもなくなり家にこ

もると健康の為によくない。そうすると医療費がかさみ、市の財政

にも影響を及ぼすと思います。 

 クリーンセンターに捨てられている高価な着物、帯、家具を再利

用することで、焼却炉の燃料節約になると思う。 

22-1 

意見 

○一挙に廃止するのでなく縮小の方向で再検討してもらいたい。 

○「譲ってください」「譲ります」もネットではない暖かいふれあい

の場となっている。 

人口減少により、ふれあい工房の来場者が減少したとは考えていませ

ん。 

ここ５年間で見ても、平成２７年度に３８名在籍した技術アドバイザ

ーが、後継者不足により今年度は２２名まで減少し、リサイクル教室の

参加者も平成２７年度の延べ７６２名から、昨年度は延べ４６７名に減

少しました。 

施設の構造上、全部開館する場合と一部を開放する場合を比較して、

維持管理に必要な費用は大きく変わらないこと、さらに来場者が減少し

ごみ削減の取り組みが困難になることを勘案すると、事業を縮小して一

部を残すことはできません。 

不用品交換情報については、インターネット以外にフリーマーケット

や中古品買取販売店舗の充実に伴い利用が減少していることから、市で

実施する必要はないと判断しました。 

理由 

 人口減少とともに近年は利用者が減ってきているとの事だが、青

山・柴崎台・天王台地区ほか新築住宅があの辺り一帯に出現し、新

しい家族が増えつつある。その過程の子供達、両親が物造りでふれ

あいを深める場所として貴重な存在は変らぬものと確信する。 

 


