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■発刊に際して

皆さま、たいへんご無沙汰してしまって申し訳ありません。前回の「百

肆萬朝報」八・九号の発行が５月14日でしたので、もうすでに４ヶ月

近く経過しています。その間に、総合振興計画審議会は専門部会が

３回、全体会が２回行われました。また、区民会議は準備会を経て

全体会と企画部会が２回、運営部会が１回行われました。

それら全てをきちんと報告すべきなのですが、現在、その余裕が

なく、たいへん申し訳ないのですが、皆さんに最小限お伝えしなけれ

ばならない、区民会議関連のみを今回は報告させていただきます。

なお、そのようなわけで、Ｇ区人口（2003 年８月１日現在、138,595人）を

ふまえて、「拾参萬朝報」とさせていただきました。今後、区民会議

関連報告は、「拾参萬朝報」としますので、よろしくお願いいたします。

■その後の区民会議の大きな流れ

浦和区区民会議は、すでに区報（市報「浦和区版」所収）や新

聞紙上で報道されたように、第１回が７月５日に行われました。それに

先立って、準備会が３回行われました。その構成員および１回目の概

要は「百伍萬朝報・八号」で報告した通りですが、その後、公募委

員の選定や第１回区民会議の運営方法の検討などが準備会で行わ

れました。

その後、８月２日に第２回区民会議が、８月６日と 25日に企画部会が、

８月２７日に運営部会が行われました。そして、来る９月７日（日）の午

前 10 時から、第３回区民会議が行われることとなっています。

■�区民会議準備会で行ったこと──公募委員選定など

区民会議準備会で行ったことのうち、もっとも大きく区民会議の帰

すうに影響を与えるのは、やはり公募委員の選定です。先の「百伍

萬朝報・八号」でも、それに関して議論があったことを記しましたが、

今回はその後を少し詳しくご説明いたします。

結局、浦和区では 38 名の方が公募委員に応募されました。そし

て、応募された方 に々よる「区のまちづくりについてのご意見」を、準

備会メンバーが読み（勿論、個人名や住所などのプライバシーは伏

せて）、大きく３段階で採点・集計しました。その集計表を元に、集

計点の多い方から公募委員として選定する方針としました。ただし、

２０－30 代・４０－50 代・６０代以上の３つの年齢段階から最低でも１

名づつ、そして公募委員内の性別バランスをできるだけとることとし、

それぞれの年代で集計点数が最上位の人をまず選定しました。そ

れで３名ですので、あとは点数が上位の方から、性別に配慮して選

び、結局のところ３０代男性１名、40 代女性１名、５０代女性２名、６０

器用貧乏──学校の使い方

夏休み最後の８月30日に、「アート夏祭り＠旧千川小学校」という

催しが行われていた、東京都豊島区の旧千川小学校に行ってきまし

た。ここは、この３月に廃校になった小学校で、地域の生涯学習施設

として使われるとともに、稽古・制作や発表の場所を探しているアー

ティストの活動の場となっています。

催しとしては、美術作品の展示、ドキュメンタリーや実験的な映画

の上映、ダンスや音楽のパフォーマンスとワークショップなどが行わ

れていました。私は、少しの不安を抱えながら２人の娘（小学校３年

代男性２名を、準備会で推薦することとしました。なお、選定に際して、

できるだけ区内の地域の偏りをなくしたいということで、地図にプロット

しながら議論を進めましたが、結果的に上記の６名の方の居住地区が、

区内にまんべんなく散っており、地域性の反映も可能となりました。

他区では、区民会議の議長さんでも公募委員選定に関わっていな

いところもあると聞きますので、当区では、かなり公正・公平に公募委

員の選定が行われたといえるかと思います。

■第１回区民会議──７月５日：ときわ会館にて

新聞にも記事が載っていましたが、さいたま市では浦和区がトップ

バッターで、市長の挨拶もあり粛 と々行われました。内容は、委員自

己紹介、議長選出、区民会議の概要説明、市民懇話会提案書の説明、

コミュニティ会議の活動報告と補助金要望説明といったものでした。

・委員について

区内の各種団体（自治会や民生委員、社会福祉協議会、商工会

議所、青年会議所、医師会、浦和レッズ、P T A、さいたま NPO セ

ンターなど）から14 人と公募委員６人で合計 20 人で、19 人が参加

しました。議長は、自治会連合会の会長の坂本氏、副議長は同じ自

治会連合会の（環境団体という位置づけ）小原氏と社会福祉協議

会の坂場氏となりました。

・概要説明と予算

区民会議の概要説明では、特に予算関係が注目すべき内容でした。

Ｇ区のまちづくり推進事業費総額１億 763 万円の分類内訳として、以

下のような説明がありました。

・市民満足度アップ経費��������68,737 千円

� 道路の緊急修繕、害虫駆除、公衆便所維持管理など、要す

るに�「すぐやる課」的な仕事

・まちづくり基本経費�����������8,695 千円

� 区民会議運営費（会場費やコンサル委託費など）、区基礎調

査研究費

・まちづくり事業経費����������30,208 千円

���区報発行、ガイドマップ、区政要覧作成

� �コミュニティ活動支援（うなぎまつり補助、コミュニティ会議活

動補助）

新聞記事（読売新聞埼玉版 '03 年１月19日等）では、当初、９区

で５億円だった予算が市長裁定で９億円に大幅アップしたとのこと。

そのつじつま合わせ的なところが、感じられます（市の担当された方

の苦労が目に浮かびます）が、やむを得ないように思います。

生と５歳）を連れていったのですが、結局のところ、杞憂でした。

私たちは、アフリカの太鼓・ジャンベをたたいてみるワークショップ、

白い大きな布を使った参加型パフォーマンス、小学生が参画したダ

ンス公演とホーメイ（ロシア連邦トゥヴァ共和国で唄われる、１人で２

つの声を同時に出す唱法の歌）の公演を楽しんできました。中でも布

を使ったパフォーマンスでは、娘たちがパフォーマと一緒に遊んで公

演者ともなったこともあり「楽しかった」と何度も言っていました。

学校開放というと、まつりなど地域とのみの関係が言われがちです

が、こういう形で広く楽しめる使い方もあるなぁ、と実感しました。
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・市民懇話会提案書説明

懇話会で皆さんにお示しした「予め失われた市民参加を求めて」

を配布し、提案書はあえて不完全なものにしたのであり、この区民会

議を含めた市民参加が重要なのだ、ということを主に話しました。

・コミュニティ会議の活動報告と補助金申請

６つのコミュニティ会議（区認定 NPOと考えれば分かりやすいで

す）から、活動報告と助成金申請の説明がありました。

・北浦和いい (e) 街づくり推進委員会

� 活動：北浦和１～３丁目自治会と東口商店街のホームページ作

成補助申請額：100 万円、実施時期：2003 年度内

・浦和区四星会

� 活動：「高齢者の主張」文集発行と発表会の開催

� 補助申請額：391,200円

� 実施時期：2003 年 12 月発行、2004 年２月発表会予定

・上木崎夏祭り実行委員会

� 活動：上木崎での夏祭り

� 補助申請額：536,436 円、実施時期：2003 年７月19日

・さいたま市浦和家庭婦人卓球協会

� 活動：Ｇ区 12 公民館で活動している団体の交流卓球大会

� 補助申請額：55,450円。実施時期：2003 年９月８日

・北浦和総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブをつくる会

� 活動：北浦和小学校で毎月行なう子供中心の遊び

� 補助申請額：204,000円（備品代）

� 実施時期：毎月第３土曜日午前中

・常四世代交流の会

� 活動：常盤４丁目でこども夕涼み会を行なう

� 補助申請額：93,650円、実施時期：2003 年７月12日

これらに対して、私を含む各委員から、様々な質疑が行われまし

たが、最終的には区民会議には補助金額決定権限はないこともあり、

活動への質疑を通じた助言というような形にとどまり、補助金額につ

いては申請通りで区長に預けることとなりました。

■第２回区民会議──８月２日：さいたま共済会館にて

議題は、区民意識関連諸資料の説明、今年度の区のまちづくり推

進の基本的な考え方の議論、コミュニティ会議の活動報告と補助申

請、区の将来像たたき台に関する説明、部会づくりとメンバー決定で

した。

・区民意識に関する諸資料の説明

区民会議公募応募者（選に漏れた人を含む）意見、浦和区民の

意識の説明で、コンサルタントより行われました。

区民会議応募者の意見には、文教地区のイメージと現実の乖離、行

政情報公開の重要性、市民意識高揚の必要性などがありました。

区民の意識（総合振興計画策定のための市民意識調査より）は、

市民懇話会に出されたものと同じで、Ｇ区については、市全体とほぼ同

じだが、利便性や文化環境の高さへの評価は高いが、自然環境への

評価は低く環境悪化への懸念がある。要望は比較的少なく、安全性（医

療・防犯・防災等）確保や福祉・住宅環境向上が望まれているという

ところです。また、町内会等へは一応は参加しているが、今後は、ボ

ランティアや社会的活動への要望が高いということもありました。

・今年度の区のまちづくり推進の基本的な考え方について

区より「浦和区の魅力あるまちづくり推進の基本的な考え方（案）」として

示された以下６項目とその説明文に関し議論が行われました。

１．誰もが地域への愛着を感じるまち

２．子供たちが明るい希望をもち未来を語れるまち

３．芸術、文化の香り高いまち

４．だれもが安心して生活できる福祉を推進するまち

５．活力を高め、情報を発信するまち

６．環境に配慮したまち

この文章自体は、以前から準備会などで目にしていた文書なので

すが、改めて議論となりました。主な議論は、

・ 全体に主体がはっきりしない。行政が主体なのか、市民が主

体なのか、その両方なのか。そのために、文章も混乱が一部

にある。

� →区としては、両方ということで考えているとの返答あり。

・ 外国人との交流が文化の項目にあるが、教育面でも日本語がおぼつ

かず孤立している事例が多い。そういうことも視野にいれるべき。

・ 国際化に関しては、北浦和の日本語国際センターとの連携をは

かることも考えたい（区長）

� →一般市民との交流に対してガードが堅い現況がある（区民）

・６項目あると、優先度がわからない。

� →網羅的に考えるためにつくっている（行政）

と、いうようなことで、最終的には、６つの項目だけを公表できる考

え方とし、その説明はオーソライズしないということとなりました。

・コミュニティ会議の活動報告と補助申請

提出された補助申請は以下の３つでした。

・仲本地区コミュニティ会議

� 活動：コンサート、体育大会等の実施と、浦和駅東口に花のあ

るプランターをおく

� 補助申請額：2,140,000円

� 実施時期：10 月３日（コンサート）、10 月１９日（体育大会）

・領家立野地区愛育会

　活動：地域の高齢者への配食サービス

� 補助申請額：257,249 円

� 実施時期：2003 年 10 月・11月、2004 年２月・３月

・浦和区防犯パトロール協議会

� 活動：防犯スピーカーと無線機をセットにした機動的な防犯広

報活動

� 補助申請額：868,265 円、実施時期：機器購入後

で、それぞれに質疑が行われました。（資料が事前に郵送配布さ

れていたので、申請額の根拠となる数字が適切かどうかなど、かなり

子細に検討することができました）

仲本地区コミュニティ会議の事業については、コストが高いのでは

ないか、不法駐輪問題が悪化しないか、などの質疑がなされました。

最終的には、精算があるということで、一応の了解が得られました。

領家立野愛育会については、一定の自己負担が必要かもという疑義

と逆に会議費等も補助を受けていいのではないかという話がでました。

浦和区防犯協議会については、具体的活動内容の質疑があり、直

径約１km の範囲への拡声能力をもつ可搬式のスピーカーをパトカー

につみこんで用意し、何か事件がおきたら起こった地域の近くの中高

層建築屋上に移設して広報をするものだという説明がありました。ち

なみに、稼働時間は騒音問題を勘案して昼間から夕方の間ということ

でした。

・区の将来像たたき台に関する説明

市の主幹部局である企画調整課の方による説明がありました。基

本的には、市民懇話会の提案書をもとに、他区と書式を整えたという

ものです。よって、例えば障害者のことが明示的にでていないなどの

課題があり、そうしたことに意見が出されました。

私は当事者の１人として、「賑わいと緑の調和をはかるまち」という

キャッチフレーズを代表に、市民懇話会では時間的余裕がなかった

ことや参加者が制限されていたことなどから、あえてあまり個性的で

なく役所的な文章にしているので、議論してどんどん変えてほしい、

と発言しました。

・部会づくりとそのメンバーの決定

全員が出席する区民会議は回数も少なく、十分な議論もできない

ので３つの部会をつくりたいとの話が区より出されました。すなわち、

・ 区の将来像や区のまちづくり計画の検討を行う企画部会

・ 区民会議の運営方針やコミュニティ会議との連携検討を行う

運営部会

・ 区のガイドマップや区勢要覧、区報などを検討する広報部会

の３つです。

とりあえず、20 人の委員を 10 人づつにわけた案が市から出され、

私は企画部会にあてられていました。ただし、他の部会にもオブザー

バー参加（主要メンバーではないが発言権は制限されない）は可

能だということで、何名かがオブザーバー参加することとなりました。

私は、運営部会・広報部会の両方にオブザーバー参加を希望しま

した。



・今年度予算について

今年度予算がまだ 1500 万円ほど残っていて、最近、コミュニティ

会議への応募も少なくなっているので、区としても案はあるが、委員

からも何か案があれば出してほしい旨の発言が区長からありました。

また、区民会議委員の周囲で、コミュニティ会議への応募もはたらき

かけてほしいとの話もありました。

・「入会地の楽劇」制度提案

コミュニティ会議からの補助要望をみていると、備品的なもの（テ

ント、鍋、スポーツ用品等）が、かなり多く含まれています。これは、

日常的に活動をしていた団体が、さらに活動を発展させたいと考えた

場合には必要になることだとは思います。ただ、その一方で、区から

の補助金がでるということは、公共的な意義がなければなりません。

そういうことで、“コミュニティ会議の申請に応じて配付された補助

金を利用して購入した備品等の第一優先利用権を当該コミュニティ

会議がもつものの、占有権はもたないものとし、他の団体等から利用

の要望があった場合は、特に支障がない限り貸し出す制度”を考案、

提案しました。つまり、補助金を利用して購入した備品に、どんなも

のがあって、誰が保管しているかの情報が整理され、市民に広く提

供されれば、少ない備品を共有して使うことができて、公共性が高

まるのではないか、という提案です。

時間がなかったこともあって、この制度についての議論を深めること

はできなかったのですが、その主旨が理解され、来年度からでも本

格導入できればいいか、と思っています。

■第１回企画部会

・企画部会の役割

第２回区民会議が終わってまもない、８月６日に区役所にて行われま

した。前述しましたように、企画部会は「区の将来像や区のまちづく

り計画、市の計画に対して検討」することが役割となっています。そ

こで、「さいたま市総合振興計画・基本計画」の区別計画にあたる、「区

の将来像」を大人数の区民会議の前に細かく内容をつめることが、今

年度の企画部会に課せられた大きな課題です。その策定スケジュー

ルが厳しいがために、このように急いだスケジュールで開催されたわ

けです。

・部会員と部会長

企画部会の正規メンバーは、団体代表として、埼玉中央青年会議

所の漆原氏、浦和レッドダイヤモンズの落合氏、浦和区自治会（環

境担当）の小原氏、連合さいたま浦和地域協議会の川畑氏、浦和

商工会議所の藤倉氏、浦和医師会の水谷氏に加え、公募委員３名（三

枝、清水理恵、萩原氏）、そして私となりました。また、前述したよう

にオブザーバー参加も受け入れることとし、第１回ではさいたまＮＰＯ

センターの東氏と、公募委員の清水繁氏が参加されました。

また、私が、区の将来像の原案となる提案書をつくった市民懇話

会出身で、総合振興計画審議委員だということにより、企画部会の

部会長に推薦されました。総合振興計画のことをまがりなりにも知っ

ていることは確かですので、それを請けることとしました。

・議事内容

当日は、部会長（私）の司会で、前半の１時間にはむしろ浦和区の

現状や課題に関するフリートークを、後半では「浦和区の将来像」に

関する議論を行いました。

とはいえ、後半でも、具体的に文章を練るというよりも、それに関

連した様 な々話がでており、まとめるという形にはなりませんでしたが、

もう１度企画部会が行われる予定でしたから、むしろ、こういう形で委

員の皆さんの考えが出たほうがいいと思い、あえて強引に文章に近づ

けるような司会はしませんでした。なお、市民懇話会の皆さまには、

この段階の「浦和区の将来像」の文章コピーを同封します。

この時に話されたことは、以下のようなことでした。

・ 古くからの住民と新しい住民のつきあいが少なく、区民の相互

交流が重要

・ 区の将来像には、スポーツに関する記述を加えたい。

・「浦和区の魅力あるまちづくり推進の基本的な考え方」と

の整合性が十分にとれていない。

・リタイアして戻ってくる「埼玉都民」が元気に暮らせる環境が必要。

・ 技術をもった高齢者の技能を生かす機会づくりが求められる。

・ 若い子育て世代が住み続けられる環境整備が重要。

・ 地域の医療体制は整ってきているが、情報が十分でない。

・ 地域の問題解決には自治会の力が必要。地域の人 の々交流促

進が重要。

・ 自治会の革新による機能活性化が重要。

・ 東京から離れられないが、もう少し自立をしてもいいのでは。

・ 浦和駅東口再開発も、西口との関係、緑化、集会文化施設の

必要性など、色 と々考えるべきことがあり、区民もしっかりと検

討したい。そのためには、例えば浦和駅周辺の大規模商業施

設の実情などもつかむ必要があるのではないか？

・ 郊外大規模商店の影響は大きい。商店街活性化が必要。

・ 市民の自発的な活動を重視すべきだ。

・ 文教のイメージをもっと重視すべきだ。

■第２回企画部会

第２回企画部会は、第１回企画部会の意見取りまとめや、区民会

議各委員、そして区民会議の公募委員に応募したが落ちた人（これ

は僕が言い出したわけではなく、浦和区の英断だと思います）の諸

意見を受けて、事務局と僕で協議してとりまとめた原案をもとに、区

の将来像の文章をつめるべく、８月25日に行われました。

今回は、文章をまとめあげることを主眼に、逐一、個 の々文章をチェッ

ク・議論しながら部会が進められました。

・原案の概要

原案では、たたき台に対して、以下のような修正を加えました。

・ 浦和区はさいたま市内で人口密度が高く高齢化率も高い方な

ので、そうした特徴をきちんと記述する。

・ 地元商店街のことをより強調する。

・ 地域の諸資源に関する記述を整理する。

・ 区内に多くの公民館があることを特徴として記述する。

・ 人 の々交流を重視する。

・ 文教を重視し、まちづくりのポイントとして独立して掲げる。

・ サッカーについてまちづくりのポイントでも言及する。

・ 放置自転車・ゴミ問題・犯罪などの記述を加える。

・ 高齢者・障碍者のケアや子育ての項目もポイントに付加。

・コミュニティクラスター図の配付

公募委員の三枝氏が、浦和区の緑地・商業地域・官公庁・公民

館と地域コミュニティなどを地図にプロットしたものをつくられたので、

それを配付。とても分かりやすい図で、考えるために大いに参考にな

りました。

・参加者など

参加者は、正規メンバー８人に加えオブザーバー２人（区民会議

議長・浦和区自治会連合会の坂本氏と、さいたまＮＰＯセンター東氏）

の 10 名でした。

・議事内容

原案は、大きくは皆さんの理解を得られましたが、以下のような点

が指摘されました。

・「みどり」と「賑わい」が浦和区内の住宅地と商業地をそれぞ

れに代表するものであり同一地域で調和させるという意味では

ないという考え方もあるが、調和の重視をしたい考えもある。

・ 自発的な市民活動が活発に行われていることを付け加える。

・ 浦和レッズという名称を入れる。

・ 鉄道で分断された東西の連絡強化については、地域の交流と

は別の話ではないか。

・ 賑わいのある場所が駅周辺だけと読めるような表現は改める

べきだ。

・ 地域住民と行政の協働のあり方について、もう少し具体的に書

き込むべきだ。

・ いわゆる「埼玉都民」や若者など、これまで市民参加が難しかっ

た層の参画を重視すべきだ。

文章の細かい言い回しを含めて、活発な議論がたたかわされまし

た。また、全体のキャッチフレーズについては、「賑わいと緑の調和を

はかるまち」という文章をそのまま使うのではないにしても、「みどり」「賑
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わい」「文教」といった要素を生かすことは確認され、最終的には区

民会議で議論してきめることとしました。

■第１回運営部会

・運営部会の役割

第２回企画部会終了後まもない８月27日に第１回運営部会が行わ

れました。前述しましたように、運営部会は「区民会議の運営方針

やコミュニティ会議との連携のあり方等を検討」することが役割となっ

ています。

・部会員と部会長

企画部会の正規メンバーは、団体代表として、青少年育成さいた

ま市民会議浦和区連絡会の新井氏、浦和区歯科医師会の大関氏、

浦和区民生・児童委員協議会の柿境氏、地区社会福祉協議会の

坂場氏、浦和区自治会連合会坂本氏、さいたま市 P T A 協議会の

玉井氏、さいたまＮＰＯセンターの東氏、そして公募委員３名（河邊、

清水繁、布施氏）となりました。なお、当日はオブザーバー参加とし

て公募委員の清水理恵氏と私も出席しました。

なお、部会長には新井氏が推薦され、就任されました。

・議事内容

コミュニティ会議の活動報告と補助申請、補助基準の検討などが

行われました。

今回、活動報告と補助申請があったのは以下の２件でした。

・浦和区本太元町地区三世代交流実行委員会

� 活動：ふれあい会食、小学生の演奏、グランドゴルフ体験など

� 補助申請額：919,200円

� 実施時期：2004 年３月13日

・浦和区南コミュニティ会議

� 活動：南地域ふれあいフェスティバル

� 補助申請額：446,000円

� 実施時期：10 月18日

いずれも、補助金の主な使途は備品（グランドゴルフセットおよび

展示用パネル）でして、運営部会の皆さんからは、先に私が提案し

た「入会地の楽劇制度」の主旨と同様の、他にも使いたい活動があっ

たら貸し出せるようにしてほしい、との話があり、各コミュニティ会議

の皆さんも了承しておられました。

コミュニティ会議の補助基準については結論はでなかったものの、

補助のあり方や、その活動などについて、次のような活発な議論が

行われました。

・ コミュニティ会議からの相談と補助申請が最初にあった時から、

区民会議委員も立ち会って確認をしたい。事前にコミュニティ

会議の方と事務局とが下打ち合わせを済ましてから会議にで

るのでは、そのまま了承するしかなくなるので。

・ コミュニティ会議への補助は、現在、新規事業という基準が事

務局にあるようだが、福祉関係などで活動しているところで新

規立ち上げや発展的事業などの余裕がないところも多い。そう

したところへの配慮も必要ではないか。

・ 既に補助金が他から出ているところは補助を出せないとのことで

却下した例があるというが、その基準も検討する必要がある。

・ 地域で大規模な活動をしようとし、学校を使いたいという企画をたて

ても、学校が貸したがらず、活動が発展しないという問題もある。

・ 現在の公民館のコンピュータによる予約は、従来の地道に活

動しているところにとっては問題もある。

・ 活動を継続的に行っていくためには、人件費や事務費も補助

対象とした方がよく、検討したい。

・ 区民会議、企画部会、運営部会などの議事録は、そもそも一般公

開が前提なのだから、発言者名をいれてもいいのではないか。

これらの意見はいずれももっともであるのですが、公共性や区の権

限などを勘案すると、すぐには結論がでないことも多 あ々ります。結

局のところ、区民会議がどのような位置づけで、どのようなことをする

ところなのか、という基本を押さえる必要があるのではないか、と考え

るようになりました。

■「区の将来像」最終検討案

・最終検討案の性格と意見募集

区民会議と、２度にわたる企画部会をへて作成した「区の将来像」

ができています。添付いたしますので、ご覧いただき、何かご意見

がおありの方は、私宛でご連絡をください（次回区民会議のある７日ま

で）。市民懇話会での議論をもとにしてつくられた提案書をもとに、い

ろいろと練ったものなので、一応のできにはなっていると思います。

・最終検討案の課題

もちろん、具体的な政策提案に欠けるとか、実証的なデータによ

る検証と、より広い市民・区民の意見反映が不十分だというような限

界は多 あ々ります。

まず、具体性に欠けることについては、総合振興計画・基本計画

のレベルであるがために、ある程度はやむを得ない面があります。広

島市の基本計画での区別計画など、かなり具体的なことを書き込ん

でいる例はありますが、もし区民会議などで具体性のある案を作成し

ても、基本計画の策定事務局である市・企画調整課の方で、他の

部分と合わせるべく書き換えられてしまうことは必定でありますので。

また、行政区は、予算等の権限をほとんどもっておらず、具体的な政

策案を書き込んでも、実施できる保証がないことも考慮が必要です。

とはいえ、勿論、基本計画としての重みがあるものですから、将来

必要となるであろう政策が読み取れるように、できる限りの表現とし

ました。（例えば、住環境の項目などで「創出」とあることは、従来の

延長線上ではない新たな政策を考えることを含意しています）

・さらなる市民参画でよりよいものを

実証的なデータや市民意見の反映が不十分であることは、市民懇

話会で私が「予め失われた市民参加を求めて」で記したことと基本

的には同じです。この７月から実質的に始まった区民会議で、９月初旬

に「区の将来像」を決めてしまうことは、本来的には無理があります。

南区では、区民会議で見学会を催したという話を聞いており、その意

味は大いにありますが、広い地域の現状を把握するには１度や２度の

見学では無理があるようにも思います。そういう意味では、あまり具

体的なことを書かずに、抽象的な文章になったことはむしろ好ましい

とさえ、個人的には思います。

結局のところ、この「区の将来像」を具体化していくにあたって、よ

り広い市民の参画が必要なのだと考えています。そして、そのために、

「区の将来像」でも、「参画と協働によるまちづくり」をまちづくりのポ

イントとして掲げています。

そして、その具体的な方策として、区民会議事務局を区民会議メ

ンバー自身が担うこと、そしてできれば常設の区民参画の場をつくる

ことを、できるだけ早めに区民会議に提案し、来年度にはその一歩を

始めたいと考えています。皆さんのご支援をお願いします。

■第３回区民会議のお知らせ■

第３回区民会議は、以下の予定で行われます。

・� 日時� ：�９月７日（日）　午前 10 時より

・� 場所� ：� ときわ会館５階中ホール

�� � � 区役所西隣の建物です。

・� 議題� ：�「区の将来像」案の確定、コミュニティ会議の活動報告、今年度の事業方針など

一般公開され、傍聴自由ですので、皆さまもどしどしご来場下さい。
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