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■さいたま市総合振興計画・パブリックコメント実施中

すでに市報などで告知されているので、ご存じかと思いますが、

そもそも、市民懇話会が募集・開催された目的であった、さいたま市

総合振興計画の基本計画が、パブリック・コメントに供されています。

この 11 月いっぱいで、市民の皆さんのご意見を受け付けることとなっ

ています。

もう、ほとんど時間に余裕がないのですが、もし、可能ならば基本

計画案をご覧いただき──各地公民館等、市の公共施設にコピー

があります。また、インターネット上でも全文ダウンロードできます─

─、ご意見を市にお寄せいたければさいわいです。

■第３回区民会議──９月７日：ときわ会館にて

●コミュニティ会議の活動報告と補助申請

「拾参萬朝報・創刊号」の、第１回運営部会のところで記しました、

浦和区本太元町地区三世代交流実行委員会と、浦和南コミュニティ

会議の２つから活動報告と補助申請がありました。

いずれも、運営部会で一応の議論を経ていることもあって、これま

での区民会議でのように、細かな費用質疑などは行われませんでし

た。（ふれあい会食費の単価が、第２回区民会議に申請のあった領家

立野地区愛育会と違うことについての質疑はあった）

ただ、補助金を用いて購入された備品を、申請したコミュニティ会

議以外も利用できるようにすべきではないか、という意見が複数の委

員からだされました。コミュニティ会議側よりは、備品管理の手間な

どの課題があるという声がありました。

最終的に、運営部会長の新井幸芳氏（青少年育成さいたま市民

会議浦和区連絡会）が、備品類を共有する考え方は妥当と思われ、

細かい点はこれからつめるとしても、進めていきたいと話されました。

●「区の将来像」──特性とポイントについて

私が、つめていった経緯を説明するとともに、キャッチフレーズの

代替案として出された８案をそれぞれ理由とともにお話しました。

特性については特に質疑や意見はありませんでしたが、まちづくり

のポイントについては、以下のような質疑・議論がありました。

　○参加か参画か

・ 協働という言葉に参加の意味が既に入っているのではないか。

・ 参加というと行政がつくっている場に加わるという意味が強い

ようなので、より積極的な参画の方がいいのではないか。

　○文教都市について

・ 浦和区に文教都市の実体があるのか？浦和高校だけか？

・ 大学もないので、教育の意味も含めた文化の方がいいので？

器用貧乏──「キレる」少年は現代的現象か

少年犯罪をめぐる報道では、“最近の少年は、昔と異なってすぐに

キレる”といわれることが多いようです。その要因として、若い親の

育て方やゲーム・漫画などが問題視されることもあります。

しかし、歴史をみると、そう単純ではありません。確かに、昔の少

年犯罪の動機には「キレる」ことはありません。が、過去の報道では、

少年犯罪の動機が「突然、カットなって」だというものが多あります。

私には、「キレる」ことと「突然カットなる」こととは同じように思われます。

・ 埼玉県の中で、川口が工業の街、大宮が商業の街、となると、

浦和は文教の街、といわざるを得なかった面がある。

・ 高砂小学校などに越境通学があるなど、文教の実体はあった。

・ 今でも、小学校で何か新しい試みをやろうというと、浦和区内

の小学校からはじめる。

・ 元 は々旧制師範学校などの高等教育機関が多く、埼玉大学も

昔は浦和区内にあったという歴史がある。

・ レッズでも、地域の子供の見本になるというような教育・文化

を意識した活動をしている。

・ 浦和で生まれ、育った身としては、文教を入れたい。

・ 文教都市とは、マンションなどの広告文句に過ぎない面がある。

しかし、この言葉に魅かれて住む人がいることで文化性が高ま

り、ひいては固定資産税収入が増えて財政面でいいなど、市

への貢献もある。そういう意味で「文教都市」という言葉を入

れる意味がある。（これは私の意見）

　○言葉づかいの問題

・ 原案の「高齢者や障害者のケア」は、これだと高齢者や障害

者を一段低く見ているニュアンスがある。「高齢者や障害者の

生活を支え」のような中立的な言葉の方がいいのではないか。

・ ポイントの文体が整理されていない。

●「区の将来像」──キャッチフレーズについて

提案された８つのキャッチフレーズ案は以下の通りでした。

・ ふれあいと緑のまち

・ 豊かな自然と、人 が々輝き、生きる伝統のまち

・ にぎわいと緑の調和をはかるまち

・ 文化と緑の調和のとれたまち

・ 賑わいと文教の調和する緑豊かなまち

・ 賑わいと緑と文教、そして安心を感じるまち

・ みどり　賑わい　はぐくみ　生きる－わたしの明日をつくるまち、

わたしが明日をつくるまち－

・ 緑濃い文教のまち－ワクワクうらわ、にぎわいのまち－

活発な意見が出されまして、なかなか決まらなかったのですが、

最終的には、

・ 賑わいと文教の調和する緑豊かなまち──ワクワク浦和区　

わたしの明日をつくるまち、わたしが明日をつくるまち──

となりました。

なお、「ワクワクうらわ」という言葉については、私がゴロのよさから

「ワクワク浦和区」にした方がよく、そうすれば、以下のような色 な々

展開が考えられる、と発言しました。

つまり、人間関係の経験の少ない少年の心は、今も昔も不安定であっ

た、と。ただ、「突然カットなる」という言葉よりも、「キレる」という言

葉の方が、キャッチコピーとしての迫力は数段、優れています。

ちなみに、14 歳の少年による殺人事件は明治８年にも起こってい

ますし、1964 年には東京杉並区で年少少年に対する連続性的犯罪

が１７歳の少年によって行われています。

現代を見るためには、歴史的に相対化する視点もまた必要、とい

うことだな、と自戒させられます。
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・ ワクワク浦和区、スクスクまっすぐ

　→　児童育成等のキャッチフレーズ（挫折も必要だと個人的

には思うが）

・ ワクワク浦和区、イキイキ長生き

　→　高齢者福祉等のキャッチフレーズ

・ ワクワク浦和区、ドキドキ勝ちどき、ビシビシ三菱

　→　レッズ応援のキャッチフレーズ

もちろん、場を和ませるために落ちまでつけたわけですが、好評で

はありました。区名選定経緯の問題に拘っている内心とは矛盾するの

ですが、受け狙いしたいという気性はなんともしがたく…

●まちづくり推進事業について

区より、今年度の区民会議によるコミュニティ会議支援等に使うま

ちづくり推進事業費の約 2000 万円のうち、現在までに 600 万円ほど

使っているので、その残りの使途についてや、来年度予算の使い方

などについて委員１人づつ意見を出して欲しいとの話がありました。

なお、ここでの意見については、議事録に個人名をつけて公開し

たいという説明があり、委員の同意も得られました。ただし、本紙では、

個別に確認まではとることが難しい（面倒なだけですが…申し訳ない）

ので、発言内容をとりまとめて記します。ご面倒をおかけして申し訳

ありませんが、個別発言との対応は、区が公開しているホームページ

（さいたま市サイト内）でご確認願います。

○区民会議のあり方について

・ 準備不足という問題がある。

・これからも、活動と予算が縮減されないようにする必要がある。

・ 区民会議がなぜつくられたのか、区がどのようにあるべきなの

かを、原点から考えていく必要がある。

・ 私が、「われ思う故に会議あり」と「拾参萬朝報・創刊号」を

配付し、市民と行政の協働のあり方、区民会議に期待される

役割と現状、「区民の家」構想の提案を行った。

○区民会議のテーマについて

・ 区民会議では、ゴミや放置自転車の問題など、区民１人１人が

困っていることをどう解決するかを考えていきたい。

・ 隣人との協働がしづらくなっているので、交流を進めたらと思う。

・ 文教・治安・環境・福祉共に、住民同士の顔が分かることが

基本にある。地域内の交流を深めるグループ育成が重要だ。

・これ以上、緑を減らさないような努力が必要だ。例えば、東口

開発のことなども区民会議の議論としてあってもいい。

・ 今年度の事業で、魅力的な講演か、音楽鑑賞などを行いたい。

・ 区民大学なども区民の盛り上がりが必要だ。

○区のまちづくりについて

・ 女性が自立でき、「埼玉都民」が帰ってきた時にも支え合える

ような、自立を支えるまちづくりが必要。

・ 緑が多いドイツのフライブルクのようなまちづくりをしたい。

○コミュニティ会議支援について

・ イベント的なものへの支援には疑問がある。（複数人意見）

・ 学童クラブや保育園、児童館などの本当に必要なものに柔軟

に支援するのがいい。（複数人意見）

・ もっと地域の問題点や福祉などの活動や事業に対する支援を

図ることが必要だ。

・ 事業内容で判断して既存の活動にも支援の道を開いていいの

ではないか。

・ 持ち出しボランティアだけでは活動が長続きしない。人件費や

一般管理費なども補助対象としていいのではないか。

・ 色 な々活動をしたくても、なかなか活動には踏み切れない。既

存団体のもつノウハウを伝えるチャンスがあればいい。

・ 補助金額の上限額の設定が必要。

・ 住民参加型の福祉サークルを立ち上げて８年になるが、日々 の

ことに追われて新規事業ができないので申請できない。浦和

区には、そうした福祉サークルが多い。

・ バラマキにならないように自分たちで管理するシステムが必要。

○コミュニティ会議の活動内容について

・ 少子高齢化などに対する予防的な、例えば、軽い運動を継続

的にやる活動などもあっていいのではないか。

・ 音楽やスポーツなど、若い人が好むような活動がでてくれば

いいと思う。そのために、区民会議が公民館の集まりに出向き、

お互い知恵を出し合ってみてはどうか。

・ 区内には、ホームコンサートやホームギャラリーをやっている人

がいる。演奏会場を探している若者も多く、そうした人にもっと

積極的にアピールする必要がある。

・ 区のキャッチフレーズも決まったのだから、賑わい、緑、文教に

絞り込んでコミュニティ会議をどんどん立ち上げることが必要。

・ コミュニティ会議の活動を助けるべく、モデルづくりなども運営

委員会でもむことが大事だ。

・ 一生懸命やる人をサポートすることが大事。

・これまでの活動は、地域だけの事業が多いが、区全体で区民

まつりのようなものがあってもいいのではないか。

・ 何かやったらフォローして次につなげることが大事だ。

○コミュニティ会議の広報について

・ コミュニティ会議への応募が少ないのは広報が行き渡ってい

ないからではないか。（複数人意見）

・ 活動を掘り起こすために、区内の公民館で活動している同好者

のサークルのネットワーク化をはかっていいのではないか。

・ 行政の担当は一所懸命広報活動をしている。ただし、ここに出

てくるまでには、かなりのエネルギーがいる。何か申請モデル

を作るなどすれば、活性化するのではないか。

・ 市報や区報に載っているが、今年から自治会が配付せずに業

者が配付するようになって、配付時のコミュニケーションがなく

なったこともあってか、読まれないこともあるのではないか。

○その他、区の現況について

・ 複数の自治会の協働事業がはじまりつつある。

・ 今後は、自治会活動でも、インターネットを取り入れるなどして、

積極的な活動や連絡をしていきたい。

■「区の将来像」のとりまとめ

第３回区民会議の議論を受けて、９月10日に、区民会議議長、副

議長、運営部会長、そして企画部会長（私）の６名と事務局で、最

終的な案を決めて市の企画調整に出しました。

区民会議での懸案事項は以下のようにいたしました。

○キャッチフレーズ

区民会議の意見を尊重しつつ、漢字が多すぎることなどから、以

下のようにしました。

・ にぎわいと文教の調和する緑豊かなまち

� ──ワクワク浦和区、

� わたしの明日をつくるまち、わたしが明日をつくるまち──

○参加と参画

大見出し等、多くの部分では「参加」とし、最後の市民参加を特

に扱っているところの文章では、「参画」という言葉を使うこととした。

○文教都市について

文教都市、伝統という言葉が多く出てきたことを配慮し、それらの

言葉を導入しました。

○言葉遣いの問題

・「高齢者や障害者のケア」とあった文章を、「高齢者や障がい

者の自立と支援」と書き換えました。

・「まちづくり」という言葉で終わる文章を最小限としました。

○広い市民参画機会拡充の言葉追加

「さいたま都民」や若者など、これまで十分に市民参加していなかっ

た層の市民参加を促進すべく、一項目加えました。

■第３回企画部会（９月26日）

区の意向で行うこととなる区民意識調査の内容についての議論が

メインテーマでした。個人的には、はたしてアンケート的な調査がい

いのかどうかなど根本的なところで疑義があったのですが、区側がコ

ンサルタントと一緒に、かなり固まった案を出してきており、それにし

ばられた議論とならざるをえませんでした。

ただ、意識調査自体は（意識ということで意見を聞くのか、区民の

生活の実態を聞くのかで大きな違いがありますが）やる意味はあると



思いますので、それをどう、より意味のあるものにするか、修正意見

を大量にだしました。

■第３回運営部会（10 月６日）

○コミュニティ会議の申請

上木崎ボランティア遊登里

内容：上木崎公民館で会員が打った蕎麦を、一般・高齢者・子ど

もが会食する。

時期：2003 年 12 月７日、2004 年２月７日

予算：総額 567,050円。うち 492,050円を補助申請。

� 主な使途は蕎麦打ち用の備品だが、そば材料費も自己資金

では充当できていないので補助対象となっている。

岸町地区ふれあいコンサート

内容：高砂小学校・岸町小学校・白幡中学校・浦和一女・公民館

音楽クラブの各音楽サークルによる合同コンサート

時期：2003 年 11月15日

予算：663,500円。うち578,500円を補助申請。

� 主な使途は看板等の備品、椅子・テント・音響機器類レン

タル費、参加者記念品、宣伝チラシなど。

冊子「私たちのふるさと」編纂委員会

内容：元町・本太地区の歴史・民俗などについての冊子を編纂・

発行

時期：未定（2003 年度末あるいは来年度）

予算：497,000円。うち 447,000円を補助申請

� 主な使途は印刷費

議論は、あまり厳しくは出ませんでしたが、「上木崎ボランティア遊

登里」のソバうちに無料参加できることについて、僕自身疑問を呈し、

委員の方 に々も賛同していただける方がいらっしゃいました。。冊子に

ついては、原則無料配布という案に、有料でないと大事に扱われな

いという意見が出されました。また、ホームページに掲載してはどうか、

表紙の紙質を見直してはどうか、というような技術的助言もでました。

○コミュニティ会議の補助基準について

大まかには、現在の大盤振る舞い・早いもの勝ち・イベント中心的

なあり方については、かなり批判がありました。

そして、基本的には受益者は応分の負担をすること、今年度補助

をうけたところも既得権的にしないこと、福祉分野など本当に困ってい

る人などに使うことをこころがけ（町内会中心の）イベント志向は考え

直す必要があるだろう、というようなことが皆さんの意見でした。

○来年度予算について

予算要求の時期になりますので、来年度の区のまちづくり事業につ

いての予算案が区より説明されました。コミュニティ会議支援の基準

等については、議論が煮詰まっていないのですが、とりあえず総額を

確保することが大事だということで、原案のまま財政に予算要求して

もらう方向となりました。

内容的には、本年度のコミュニティ会議事業のうち継続的な活動

を行うと思われるところについては、今年度予算の２割減とし、新た

に区民大学事業、福祉マップづくり事業など、いくつかのものが加わっ

て、本年度より少し多い予算を要求する（正確には、区には予算要

求権限はなく、市民局区政課を通じて要求するという手続きですが）

ということとなりました。

○岩槻との合併問題

市長が、岩槻との合併問題について区民会議の意見を聞きたいと

のことで、区の事務局より、急遽、臨時の区民会議を開催したいとい

う提案がありました。

区民会議として、そういうことを議論する立場にあるのかどうかとい

う基本的な議論もされましたが、最終的には、一応、説明を聞くことと、

なんらかの議論をするという運営方針が大勢をしめました。

■第４回企画部会（10 月７日）

第４回企画部会は、区民アンケートの質問内容などについて以下

のような議論が行われました。

・ 外国人も対象にするかを検討。区内の外国人登録人口は

1584 人なので、区民２０００人という割合で送ると 24 人となり、

統計的に意味をもたないので、今回は対象としないこととした。

・ 20 歳未満の区民も対象に入れるかを検討。やはりサンプル数

が少なくなるので、今回は対象外とした。

・ できるだけコンパクトにする。そのため、あいまいな設問や、政

策に反映しづらい設問などは削除することとした。

・ 区民が具体的に困っていることを少しでも引き出すために、自由

回答欄を出来る限り大きくとることとした。

・ 区民が参加している活動団体の分け方について様 な々議論が

あり、整理した。

・ 住所を聞くところで、「木崎」がひと括りになっていたが、人口

の多さを考えて分割することとなった。その場合、駅勢圏ごと

に分けるなどといった意見もあり、かなり議論されたが、そうす

ると丁目ごとに分けるなどして間違いがでる可能性があるので、

町名レベルで分割することに留めた。ただし、通勤・通学など

で移動するにあたって主に利用する駅の質問項目を加えた。

■第４回区民会議（10 月25日）

第４回区民会議では、総合基本計画の区別計画の報告、コミュニ

ティ会議支援の報告と議論、来年度予算について、区民アンケート

について、岩槻との合併問題についてが議題でした。

●総合基本計画区別計画の報告

総合基本計画の区別計画については、第３回区民会議をへて、事

務局と議長・副議長・事務局そして私（企画部会部会長）で調整

して市企画調整に提出し、そのまま総合基本計画に掲載されたこと

を報告いたしました。

●コミュニティ会議支援の報告と議論

第３回運営部会に申請があって議論した、３つのコミュニティ会議

からの事業計画説明と、質疑が行われました。

なお、岸町ふれあいコンサートについては、地域の高齢者などに

来てもらうというねらいはいいとしても、飽きないように、楽しくするよ

うに工夫が必要だということが指摘されました。

●区民アンケートについて

企画部会で議論した区民アンケートについて議論されました。具

体的な質問項目があげられているので、区の広報手段を問う場合にど

ういう選択肢がいいのか、など、かなり詳細な検討が行われました。

●岩槻合併問題について

○資料説明

市より本会議の約１週間前に送られてきた、「さいたま市と岩槻市

の合併協議について」と題された資料（A4 版・表紙共 32 ページ）

に沿って、政策企画部政策調査課の担当者３名が説明を行いました。

○質疑状況

市としては、市長から「何らかの形で」市民の意見を聞くように言

われており、区民会議では「個人としての率直な意見」を聞きたいと

いう説明がありました。ただし、資料説明を含めて 40 分程度しか時

間がなかったので、以下の質疑しか出せませんでした。

・ そもそも、区民会議で話すべきことであるかどうかが疑問であ

る。我 は々判断のしようがない。

・ 医療制度や市の負担度なども違うので、合併にともなって出費

が増える可能性もある。

・３市合併は、市民の意見は聞かれず行政主体だった。その時

の苦労がまだ記憶も新たであり、50 年～ 100 年先になったら

合併が大事ということもあるだろうが、今はたいへんで、否定

的というのが市民の感情ではないか。

なお、私は、資料に関する質問に徹底し、以下のことを発言しました。

・ 平均年齢は資料に載っているが、高齢化率がなく、今後の財

政負担のことが分からない。

・ 資料では、課題として埼玉高速鉄道のことだけが大きく記載

されているが、基本的な社会資本の差の方が問題は大きい。

合併しても埼玉高速鉄道はつくらないという選択はありうるが、

合併して同じ市民ということになると、下水や道路などの基本

的な社会資本に差をつけるわけにはいかなくなるからである。

� 実際、額もそちらの方が大きいと思われる。例えば、下水道に

関して言えば、配付された資料から読み解くと、岩槻市の面
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積はさいたま市面積の約 1/3 弱である。そして、下水道がで

きていない率は、さいたま市が約 21％、岩槻市が約 37％と、

約２倍である。下水道のコストは、大まかには面積に比例する

ことを考えると、結果的に合併した場合には、下水道未普及

の面積と、普及のための費用が 1.5 倍に増えることとなる。

� 現在、さいたま市では年間約 150 億円を下水道特別会計に繰

り出しして建設しているにも関わらず、単純に面積計算からいう

と、あと約 20 年、つまり約 3000 億円かかるのだから、費用が

約 1.5 倍の約 4500 億円必要だというような計算となり、埼玉

高速鉄道の 770 億円の倍程度の額が必要という話となる。

� 道路改良率にも、同様に大きな差があり、合併すると大きな費

用が必要と思われる。そうした、大きな費用負担が分かる資

料がないと判断できない。

・ 岩槻市の保育園の公立・私立を合わせての定員は、市民千

人あたり6.3 人と、さいたま市の同 7.2 人よりも少ない。これは、

平均年齢が高いために必要性が薄いのか、やはり不足してい

るのかを知りたい。

・ 岩槻市の予算書をみると、本年度になって公共用地先行取得

事業として約 20 億円をだすこととなっており、昨年度よりも10

億増えている。　こうしたことに関する資料もほしい。

■第４回運営部会（11月４日）

○コミュニティ会議の申請

エコ・グループうらわ

内容：環境施設 ( ペットボトルリサイクル等）見学会。古布活用講

座、小学生対象のリサイクル講座

時期：2003 年 11月12 月、2004 年３月

予算：総額 200,000円。うち150,000円を補助申請。

� 主な使途は見学会バス費用、古布活用講座講師謝礼。

委員より、予算内訳、組織などについて質疑がありました。また、

私が学校で既にリサイクル工作教室を行っているから、学校に任せ

てしまった方がいいのではないか、と質問しましたところ、小さい頃か

らより認識を深めてもらうための活動だとの反論がありました。

○コミュニティ会議の補助基準について

かなり活発に、以下のような議論が行われました。

・ 既存団体の活動も認め、支援していくことがいいのではないか。

・ 既存団体といっても、行政が把握していない活動団体は非常

に多い。そうした活動団体は公民館などでの説明でも把握で

きていない可能性があるのではないか。

・ コミュニティ会議の支援基準には、活動に「公共性」があるか

どうかが課題となろう。

・「公共性」には、参加者を限定しないこと、利益が特定個人に

還元されないことなどの基準が考えられる。ただし、グレーゾー

ンも数多くある。（私の意見）

・ 申請受け付けと認可は五月雨式に行うのではなく、期を分けて

募集し、いくつかを並べて比較検討すべきではないか。（複数

意見）

・ 期を分けて集めることで、比較が可能となり、それによって公

共性が判断出来る。（私の意見）

・ 最終的には、自立できる活動でなければならない。

・ 既得権益が生じるようなことはよくない。

・ コミュニティ会議の活動実態を区民会議委員も実際に見て評

価する必要がある。

・ 委員の見学は割り当てる必要があろう。また、評価基準をつく

るために事前にチェックリストをつくる必要がある。（私の意見）

■第５回区民会議（11月11日）

●コミュニティ会議支援の報告と議論

第４回運営部会に申請があって議論した、エコ・グループうらわか

らの事業計画説明と、質疑が簡単に行われました。

●コミュニティ会議支援方法の論点整理と説明

運営部会で行われてきた、コミュニティ会議支援方法の議論がま

とめて紹介されました。

●岩槻合併問題について

市政策企画部政策調の担当者を前に、出席委員全員（16 名）が、

それぞれ「個人として」意見を述べました。それをまとめたものが

以下の通りです。

○合併賛成よりの意見

・ 住民は長期的なことを考えられない場合があり、長期的・大局

的なことを考えると合併はよいのではないか。（複数意見）

・ 岩槻と合併すると首都圏有数の平地である見沼が大きくなる。

そこを新エネルギー開発の場ともできるので賛成。

・ 市の東部に火葬場などが必要だし、花の市などで岩槻とも既

に関係が深いこともあるのだから賛成。

・ 互いに特色を残せる合併ならばいい。

○合併反対よりの意見

・ 長期的にみると合併もいいのかもしれないが、市民感情として

は３市合併で疲れてしまって否定的な気持ちがあるのではな

いか。

○賛否を保留する意見

・ 財政面を含めたメリットやデメリットなどの資料が少なく、賛否

を判断できない。（複数意見）

・３市合併では市民が何も言えないままだったので、市民意見

を聞いて判断することが必要だ。（複数意見）

・ 区民会議には、何の権限もないのに、そこで述べた意見が、

たとえ個人のものであっても独り歩きするのが心配だ。よって、

答えられない。（複数意見）

・ 区民会議のテーマとしてふさわしくない。

・ あらゆる情報を開示した上での住民投票で決めるべきだ（私も

含めた複数意見）

・ 両市の公募委員も含めた市民が議論をしてから決めるべき。

・ 両市の市民感情もあるから、拙速に進めるべきでない。

・ 長期的なことも含めた判断材料がない。

・ 市議会で十分に検討しているのか心配。議会で十分に検討し、

市民に分かりやすく説明してはかるべき。

・ 合併では様 な々問題がでてくる。そのすり合わせが必要。

・ 合併すると長期的には交付税が減ることになり、それは職員

数削減効果を打ち消すという試算もできる。そうした基本的な

情報もないのでは判断出来ない。交付税が減ることを記さな

いのは合併推進市町村がよくやる方法で、情報提供内容とし

てはフェアではない（私の意見。別添「ゼイゼイゼイ」参照）

・ メリット／デメリット論だけでなく、隣人を助けることが重要だと

いう考えもなりたち、そうなると個人の価値観によるから、賛否

２分論ではなく条件もつけた住民投票が不可欠（私の意見）

○まとめ

微妙な意見も多く、簡単に分類できませんが、上記のように、賛

成よりが６名、反対よりが１名、わからない／答えたくないが９名でした。

■合併問題についてのその後の報道と私見

その後、埼玉新聞等をみると、合併に対する市民の関心が高くな

いので、市民意見聴取は区民会議で話を聞いたことで終わりにし、あ

とは議会で議論するとも報道されています。確かに岩槻との合併問

題は、市民特にＧ区の区民の間ではあまり関心をもたれていないのが

実状でしょう。地理的な条件をみても、それはある意味当然です。

しかし、上述しましたように、市からの情報提供は極めて不十分で、

本当のメリット／デメリットがどれくらいあるのか、岩槻と合併した場合

に市民サービスがどうならざるを得ないのかなどが分からないままで

す。これでは関心を持てと言うほうが無理ではないでしょうか？関心

を持てるのは、合併によって可能となる地方債を利用して行われる

事業の関係者だけではないか、というのは邪推でしょうか？

なお、長期的に考える必要性と合併（または大きくなること）がい

いということは論理的にはイコールではないことに留意が必要です。

企業でも大企業病で苦しむ例があるように小回りが利く方がよいとい

うことも長期的判断としてありえるからです。

ともあれ、この問題に関しては皆さんにも、深い興味と関心をお持

ち戴ければ、と思います。
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