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■区民会議準備打合せ会が行われました

既に皆さんのお手元に届いていると思いますが、「区民会

議」について市の広報でも公募委員の募集がされました。

（公募締切は５月20日）

実は、去る４月25日に区民会議準備打合せ会が区役所で

行われ、私はそこに市民懇話会選出の総合振興計画審議

会委員として参加を要請されました。勿論、私は総合振興計

画審議会の委員として、市民懇話会の皆様から互選された

に過ぎまず、区民会議のメンバーになる権利はありません。

その留保をした上で参加しました。

その会合には、区自治会連合会から会長・副会長（環境

団体という位置づけ）、区民生・児童委員協議会会長、地区

社会福祉協議会北部第二地区会長、浦和商工会議所常議

員、そして私の６人と、区コミュニティ課の課長以下５人、区の

コミュニティ行政担当参事と、区長が出席しました。

■区民会議準備打合せ会での説明

準備会では、まず、以下のことについて説明がありました。

●市が設定した「区民会議設置に関る基本方針」

委員構成、任期等の概要方針などについて、さいたま市が

定めた大枠。その委員構成＊１、任期（２年・２期まで）、活動内容
＊２委員報酬（無報酬。交通費のみ支給）等が示されています。

*1 各区共通委員として、区連合自治会、区PTA連合会、青少年育成

さいたま市民会議区連絡会、地区社会福祉協議会、区民生委員

児童委員協議会、区内の商工経済団体、区内文化団体、区内環

境団体、区内保健衛生関係団体、総合振興計画審議委員（市民

懇話会選出委員）で10名。コミュニティ会議選出委員が５名程度。

      公募委員が５名程度。その他、区長が委員として考える人。

*2 以下が挙げられています。　(1)（委員または行政から）提案された

諸問題についての協議および政策の提言。 (2) 区民と行政の協働

による魅力あるまちづくりのための活動。 (3) その他、区政運営に

おける公正性・透明性の確保等、区の健全な発展に寄与する活動

        ※区政振興費の執行については、区民会議から意見を聴取する

ものとする。

●区民会議についてのメモ（上記基本方針とほぼ同じ）

●「浦和区区民会議設置要綱　素案」

区が作成した素案です。上記の市の基本方針に沿って

いますが、区長としては、設置要綱も区ごとにある程度の独

自性をもたせたいということです。

 また、素案を25日やその後の準備会の議論を経て作り直

し、「案」として区民会議発足直後に提示し、そこで区民会議の

総意として決定するという手順を取りたいということでした。

 つまり、区として押しつけるのではなく、案を出して審議す

るという姿勢が基本にある想われ、私はこの姿勢を高く評価

したいと思います。

●「浦和区区民会議公募委員選考会議設置要綱（案）」

 区作成の公募委員の選択方法の要綱案です。 「選考に

あたっては、応募用紙記載内容及び性別、年齢、地域のバラン

スを考慮することとし、応募用紙記載内容のうち、区のまちづく

りの意見については、特に次の事項に留意するものとする。(1)

豊かな識見をもち、問題意識に優れていること。(2)まちづくりに

ついての熱意が感じられること」とあります。

ただし、区側としては、あまり価値判断はしたくないため、

属性に配慮したあとは「抽選」か、というような言葉ももらして

いました。

 なお、これについては、多少の議論もありました。（後述）

ちなみに、選考会議の委員は、25日に出席した市民６名

と、区総括参事・区民生活部長の合計８名となっています。

●「区民会議公募委員選考スケジュール」

 ５月20日の募集終了を受け、23日と６月10日に審議を

行って決定することとなっています。（16日に結果通知）

●コミュニティ会議の定義

実は、「会議」という言葉はかなり誤解を招くものでして、何

か委員会や会議を行う集団のことを指すのではなく、複数の

コミュニティ団体という意味合いです。

●コミュニティ会議の説明

上記コミュニティ会議の定義をより細かく規定したものです。

その性格として「会議は、区内において地域の諸問題を

解決するための活動を行なう団体で、原則として区民会議

に報告し区長の認定（登録）を受けたものとする。」とされ、い

わば、区独自のNPOといった感じです。

なお、区民会議の仕事としては、このコミュニティ会議の

活動に対して補助金を交付することが挙げられています。

●「浦和区コミュニティ会議認定要綱（案）」

Ｇ区におけるコミュニティ会議「認定」の基準です。

 基本的には、「区長は、コミュニティ会議の認定を行なうと

きは、区民会議に報告し、その意見を尊重し、認定するもの

とする」のですが、「区民会議の意見を聞くいとまがないと区

長が判断したときは、区長は認定・非認定決定を行い、その

認定結果について、区民会議に報告するものとする」とされ

ています。



●「浦和区魅力あるまちづくり推進事業補助金交付要綱（案）」

上記、コミュニティ会議等に対して交付する補助金に関

する要綱の案です。

制度上仕方がないでしょう＊が、補助金の交付者は形式

的には「市長」となっています。これは、可能ならば区長にで

きないか、とは思いますが（「区民会議」は諮問機関なので

補助金交付はできない）、次の時にでも聞いてみます。

＊ さいたま市の「区」は、行政区であるため、地方自治法上は、市町村

の支所や出張所程度の権限しかなく、区長も特別区の区長と異な

り、市長の任命による一般職です。

●「浦和区の魅力あるまちづくり推進の基本的な考え方」

 区民会議の基本方針のようなものです。

「(1)子どもたちが明るい希望をもち未来を語れるまち

  (2)芸術、文化の香り高いまち

  (3)活力ある福祉社会の実現できるまち

  (4)誰もが地域への愛着を感じるまち

  (5)環境に配慮したまちづくり」

まぁ、柱立てとしてはこんなところか、とも思いますが、もう

少し検討したいところではあります。

また書類にはなっていませんが、以下が説明されました。

・５月24日に「うなぎまつり」があり、それに旧浦和市の４

区が、「まちづくり予算」の中から各250万円を出した

い。本来なら、区民会議にかけるべきことだが、区民会

議が設置されていないため事後報告となるが、なんと

か了承してほしい。

・コミュニティ会議については、今回は区内でコミュニティ

的な活動を実際に行なっている各公民館がもっている

協議会の代表数名と、Ｇ区にある埼玉県のNPO全体を

知っているNPO（多分、「さいたまNPOセンター（http://

www.sa-npo.org/）」だと想われます）をいれたい。

前者については、この日程ではやむを得ないので（来年

度については改めて考える必要があると個人的には思いま

すが）、私は異論をだしませんでしたし、準備会の他の方か

らも異論は出ませんでした。

後者については、私はNPOセンターを入れることには大いに

賛成です。公民館協議会については、今年度はやむを得ない

かと思います。準備会の他の方からも異論はでませんでした。

以上、準備会では、審議というよりは意見聴取という感じで

したが、全体的な印象として、区長をはじめとする区側は、区

民会議のあり方について区の独自性をだしたいと強く考えて

おり、人数や活動内容等につき市の要綱案にとらわれること

なく、柔軟に考えていきたいという方針のように想われました。

■区民会議準備打合せ会での議論

具体的に議論になったことは、以下のようなことでした。

・公募委員の選定にあたってバランスを考えるとある

が、それは公募委員の間だけのバランスなのか、区民

会議全体のバランスをとるために、公募委員の選択に

あたってはあえて偏らせることもあっていいのか、とい

うことについて、私が区側に尋ねましたところ、区長も

確かに重要なことなので、検討したいとのことでした。

つまり、私が考えたのは、いわゆる「さいたま都民」や若

い人が各種団体代表には入らない可能性が高いと予

測されるので、公募委員選択では、そうした人々にあ

えて偏らせてもいいのではないか、ということです。

このことは、結局のところ、公募に応じた人々がどういう

人であるかによりますので、実質的な選考を行なう５月23

日に具体的に考えることとなろうかと思います。

ちなみに、私は個人的には、区民会議全体のバランスを

とるために公募委員は偏らせてもいいと考えています。

・任期２年で２期まで可ということだと、４年後まで同じ顔

ぶれで４年後に一斉に替る可能性がある。参議院のよ

うに、分割していくことも考えられるが、どうだろうか。

これは、区民会議発足後の設置要綱議論で決めるこ

とだと思います。ただ、市民懇話会出身の私の立場に

ついては、総合振興計画も定められたのちには選出

する根拠がなくなるので、１期のみとするのが妥当だと

思っています。あとは、公募委員を半数ずつ替えると

か、いくつか方法があろうかと思います。

・今年度については、区民会議運営にあたってコンサル

をつけることを考えているとの区側の話がありました。

これについて、区民会議側が独自に事務局をつくるこ

ともありえるのではないか、と言いましたところ、区側と

しても、そうしたことは考えられていいとのことでした。

今年度は、作業量も多い（発足に関る雑務、今年度予

算執行作業、来年度予算策定作業、総合振興計画区

別計画策定などがある）こともあるので、外部コンサル

もやむを得ないけれども、私としては、来年度には独自

事務局（そして独自の場）をつくれるような方向で徐々

に提案していきたいと考えています。

もし、こうした提案に賛同が得られましたら、例えば、旧市

民懇話会の皆さんも参加される新しいNPO（または「コ

ミュニティ会議」）をつくる等もあるかも知れませんので、

皆様の積極的なご協力をお願いするやもしれません。

・公募委員等の人数については、５名程度となっていま

すが、「程度」をどれくらいまで考えるか。冗談半分で、

国の選挙では選挙区割について人口比２倍が目安の

判例がありますね、と言いましたところ、区長も「程度で

すから」ということで、かなりの含みのあるお話でした。

具体的な公募委員選定時に議論になろうかと思いま

すが、個人的には６～７人は選びたいと思っています。

・公募委員の中に、準備会委員を出している団体の構

成員が入ってもいいか？

これについては、区側としては否定する理由はないと

いうことでした。つまり、旧市民懇話会の皆さんも当然、

応募できるということですね。

■終わりに

先述のように、区民会議委員になる市民懇話会出身者

は、本来的には総合振興計画委員とは違いますから、改め

て互選する必要があります。葉書を同封いたしますので、何

方か立候補のご要望やご意見（私の委員としての働きが悪

すぎる等）がありましたらお知らせ下さい（無記名可）。必要

に応じて、改めて互選の機会を設けたいと思います。
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日付 科目 内訳 金額

2003.1.15 新聞図書費 やさしい地方財政 1,995

市民がつくった障害者プラン 2,415

2003.1.19 調査費 NPOセンターシンポジウム参加費 1,500

2003.1.19 新聞図書費 介護保険・見えてきた現実と課題 500

市民がつくる介護保険 500

2003.1.8 事務費 審議会用資料コピー 600

2003.1.15 事務費 さいたま市の財政・コピー 230

2003.2.6 新聞図書費 やさしい下水道の話 1,470

浄化槽革命 2,039

2003.2.8 新聞図書費 デモクラシー 630

2003.2.11 新聞図書費 自治体財政はこうなっている 1,680

よくわかる自治体財政のしくみ 1,785

2003.2.12 新聞図書費 財政学から見た日本経済 735

2003.2.28 新聞図書費 税制ウォッチング 400

社会福祉基本用語集 750

公共事業のしくみ 850

よくわかる地方自治のしくみと役割 900

2003.3.3 新聞図書費 創造都市への挑戦 1,000

プロ教師の見た教育改革 300

2003.3.3 新聞図書費 地方自治制度はこうなっている 1,680

行政の活動 1,575

2003.1.8 新聞図書費 さいたま市統計書 700

さいたま市情報公開制度の手引き 390

2003.3.6 新聞図書費 はじめての年金・医療保険 315

介護保険の教室 315

2003.3.6 新聞図書費 公共事業の正しい考え方 200

2003.3.8 新聞図書費 自治体財政を分析・再建する 1,890

地方財政 2,730

市町村合併と自治体の財政 2,100

2003.3.9 新聞図書費 自治体バランスシートの作り方… 2,400

これからの行政活動と財政 1,050

2003.3.11 新聞図書費 地方交付税のあらまし 762

地方債のあらまし 1,239

合計 95,366

■収入（源泉徴収10％引き後）

科目 内訳 単価(円) 数量 単位 金額

委員謝金 基本構想策定審議会 7,270 4 回 29,080

委員謝金 総合振興計画全体審議会 7,270 4 回 29,080

委員謝金 総合振興計画専門部会 7,270 1 回 7,270

繰越し 赤字繰越し 26,936

合計 95,366

遅くなりましたが、昨年度（2002年）の簡単な（繰越し等な

し）会計報告を致します。スペースの関係で、やや見づらい

日付 科目 内訳 金額

2002.1.15 新聞図書費 まちづくりキーワード事典 3,550

住民参加のみちづくり 2,300

まちづくり協議会読本 1,750

2002.1.19 新聞図書費 「学歴社会」という神話 588

自治体・住民の法律入門 819

2002.1.25 新聞図書費 市民版まちづくりプラン 2,100

子供が「個立」できる学校 599

2002.1.28 新聞図書費 自転車とまちづくり 2,310

市民参加のまちづくり 2,100

2002.2.1 新聞図書費 100万都市誕生 1,680

NPO入門 871

よくわかる地方自治のしくみ 1,680

2002.3.5 新聞図書費 チャータースクール 1,470

市民が創る公立学校 1,785

2002.3.19 新聞図書費 自治体は変わるか 735

2002.3.20 新聞図書費 変わる商店街 315

快適都市空間をつくる 315

2002.3.25 新聞図書費 地方分権　第２版 2,520

まちづくりの科学 3,675

2002.3.25 新聞図書費 新地方自治法 693

情報公開法 693

2002.4.3 新聞図書費 自治体の構想──１課題 2,835

まちづくり条例のつくり方 1,785

2002.3.26 新聞図書費 変えてみませんかまちづくり 2,039

2002.4.17 通信費 懇話会会員７名へ提案書案を送付 840

2002.5.8 通信費 審議会連絡会名簿送付 560

2002.5.29 通信費 速達送付 5,020

2002.6.5 通信費 百肆萬朝報３号を送付 2,730

2002.6.20 通信費 百肆萬朝報４号を送付 2,730

2002.6.26 通信費 百肆萬朝報４号を送付 560

2002.6.26 通信費 検討会用資料を送付 1,040

2002.7.31 新聞図書費 男女共同参画社会の死角と誤算 1,260

2003.1.15 新聞図書費 現代日本の教育改革 1,995

男女共同参画条例のつくり方 1,799

■支出

■収支まとめと付記

以上の通り、市よりいただきました総合振興計画審議会謝

金の収支につきましては、黒字を出さないですみました。

勿論、上記の支出の大部分を占める書籍は、市民の共有

財産とするべく、例えば区民会議のための場などができまし

たら、そちらにもっていくこととします。もちろん、皆様が必要

であれば、お貸ししますので、ご要望をお寄せ下さい。

■会計報告

ですが、収入については１段、支出については２段で記させ

ていただきます。ご理解下さい。


