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■さいたま市基本計画の審議状況と本号の概要

基本計画策定にあたって、充実した議論を行うため、しば

らくの間、全体会は行なわず各専門部会のみが行われるこ

ととなり、以下のようなスケジュールで実施されました。

総務部会　 ５月29日午前10時～12時

都市開発・建設水道部会　 ５月29日午前10時～12時

保健福祉部会　 ５月29日午後１時～３時

教育市民部会　 ５月29日午後３時～５時

環境経済部会　 ５月30日午前10時～12時

幸いなことに、同時に行われる専門部会は少なかったた

め、私は都市開発・建設水道部会以外の全部会を傍聴でき

ました。部会によって若干異なりますが、多くは活発な意見が

たたかわされ、充実した審議会が行われました。

■さいたま市基本計画・各専門部会参加者一覧

環境経済部会：

石川久雄（学識経験者・座長）、岩木由香（埼玉県生態系

保護協会）、新村能溥人（I区懇話会）、

保健福祉部会：

宮地文子（学識経験者・座長）、河端静子（日本障害者協会）、高

梨邦彦（さいたま市３医師会連絡協議会）、内藤尚志（助役）、西

山充子（さいたま市民生委員児童委員協議会）

総務部会：

横道清孝（学識経験者・座長）、伊藤保彦（東日本電信電話株式

会社）、恩田守雄（Ｄ区懇話会）、清水志摩子（さいたま市行政改

革推進懇話会）、内藤尚志（助役）、引間成子（A区懇話会）、平田

玄（IT関係）

教育市民部会：

富澤賢治（学識経験者・座長）、岩木浩（助役）、尾嶋佐和子（国

際ボランティアの会）、河端静子（既出）、清水朝子（Ｂ区懇話会）、

吉田みすず（さいたま市PTA協議会）、大工原潤

■基本計画たたき台について

●審議のまとめ方説明

以下、次頁以降で、各部会で意見のでたところを、市の事

務局が提示して下さいました基本計画たたき台に即してま

とめ直しました。

なお、それぞれの意見の文末についている略号は、各部

会名略号で、委員から文書で出されたものについては「Ｐ」

を、私の意見については「Ｄ」を付記しています。

ただし、前に記しましたように、私は都市開発・建設水道

部会は傍聴していないので、そこでの意見については報告

していません。御留意下さい。

●基本計画たたき台への全体的な感想

・ コンサルタントがまとめているとのことだが、福岡では自

前でやり大変だったがよく出来たと聞いている。（総）

・ 市民懇話会の各区の計画の中から環境経済に関する提

言を抜き出したレジメをつくった。基本計画では、ある程

度は具体例に触れてもいいのではないか？そうすること

で、市民懇話会の意見をすいあげることができる。（環）

・ 内容的にはある程度いいのではないか。要は予算等で

実効性があるかどうかが問題だ。（福）

・ 10年の基本計画なので網羅的にせざるをえず、多少、平

板になるが、重点事業としているところもあるので、メリハ

リをつけてはどうか？（福）

・ 実施するとなると、優先順位のあるものは早くやるとか、理

念はいいが時間がかかるものとか、区別していいのでは

ないか。（環）

・ 後ろにも同じようなことが書かれている。全部同じことを

書くという繰り返しにも意味はあるが、全部読む人には繁

雑だ。他のところ参照という形でもいいかとも思う。（環）

（以下、２面に続く）

器用貧乏──昔の家庭のしつけはしっかりしていた…？

最近の子供は、自転車泥棒やコンビニ等での万引きをよ

くする、家庭のしつけがなっていない、とかよく言われます。

さて、ちょうど、昨日発売の『ビッグコミックオリジナル』に、

ガッツ石松が子供時代のことを話している記事が載ってい

ます。それによると、もちろん、彼はコンビニで万引きなどはし

ません──彼の子供時代にコンビニはなかったので。しか

し、彼は中学校くらいまで手のつけられない悪ガキで、「柿で

もイチゴでも、先頭になって盗んでいた」そうです。

『日本人のしつけは衰退したか』（講談社現代新書）の著

者の広田照幸氏の研究によると、昔の日本人の多くは子供

のしつけをほとんどしない人が多数派だったとのこと。

また、児童虐待に関連すると、1950年の調査で、当時の親

の９％は子どもの人身売買を全く悪いことと思っていないと

いうものがあります。多くの人が親子愛だとみていた「巨人の

星」の星一徹の「教育」は、今なら児童虐待となるでしょう。

人は過去を美化しがちですので、過去と現在を比べて語

る時には、慎重な姿勢が必要だな、と自戒する次第です。



第１部　基本計画の策定にあたって

第１章　基本計画の目的と期間、構成

2004年から2013年までの10年が計画期間としている。

第２章　主要指標の見通し

計画期間での世帯数・人口の予測が記されています。

第３章　都市構造の基本的な考え方

第１節　都市構造の方向性

(1) 首都圏の都市構造の動向

首都圏の中で集中から分散の方向性が必要とされている

ことが記されている。

(2) 本市の都市構造の方向性

　・東京と北関東・東北地方とを結ぶ南北方向の「中央都市

軸」に沿った都市機能の集積とともに、副都心（日進・宮原、

美園、武蔵浦和各地区）で都心機能の補完が目される、と

している。

第２節　本市の都市構造

(1) 拠点の構成

　・大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区と、浦和駅周辺地

区を都心とし、高次都市機能を集積させる。

　・副都心でも高次都市機能の集積と都心居住の実現をは

かる。

　・主な鉄道駅周辺の「地域拠点」では都市的諸機能の集積

と行政サービス機能の充実をはかる。

(2) 都市軸の構成と機能

　・中央都市軸で高次・多様な都市機能の集積を促進。

　・東西方向の「交流・連携軸」で都心・副都心の連携を行な

うとともに東京中心部からの機能分散の受け皿とする。

　・見沼田圃と荒川河川敷を「緑のゾーン」とし、そこを中心に

緑のネットワークをつくる

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・（２）都市軸の構成と機能のところで、緑のゾーンという項

目があるが、本市には水辺と緑があるので、ここでは水と

緑のゾーンとし、水のことを積極的にいれてはどうか？

（環）

・ 第３部第２節で「水と緑のネットワークの形成」という項目

がでてくるので、各論でもいいのではないか？ゾーンとす

ると、地図とあわない。しかし、強調すべきところは全体

で、ということもありえる。（環）

・ 実際にはもう少しあるおちている水系があるかのチェッ

クが必要だ。（環）

・ ロードサイド等に大規模店ができている現在、副都心の

大規模開発を行政がやるべきことか疑問がなくはない。

（教ＰＤ）

・ 浦和駅周辺地域が商業地域となっているがためのマン

ション紛争の多発を勘案すると、浦和駅周辺に高次都市

機能を集積させる位置づけのままでいいのか、疑問があ

る。（教ＰＤ）
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・ 協働は手段で、あくまで中身について考えてたい。（総）

・ 協働の推進は、具体的内容を書くべき。タウンミーティング

や横須賀市市民協働審議会＊１、志木市市民委員会等の

工夫を列挙しては？（総）

・ 出前ミーティングには反対。（総）

・ 区民会議やコミュニティ会議なども記述しては？（総）

・ 首長などトップが部屋から出て生の意見をきくべき。（総）

・ シビルミニマムにとどまらずシビルマキシマムの考え方も

いれてはどうか？

・２部１章１節の（２）に、新しく③として、協働による実施を独

立した方がいいのではないか？（総）

・ 計画・実施・評価の協働推進が書かれているが、評価

（チェック）結果をフィードバックして計画にいれるサイク

ルを明記してはどうか？（総）

・ 内部評価はアンケート等でできる。チェック等も必要だ。

（総）

・ 市民アンケートにも問題がある。（総）

・ 第三者評価は、首長や議会と異なり、誰が責任をもつか

の問題がある。しかし第三者の目は必要。（総）

・ 政令指定都市の場合、外部監査が義務づけられる。手

法は悩ましいが、表現としてはここでもう少し書込んでも

いいのではないか？（総）

・ 地域通貨制度の導入検討（環Ｐ）

・ 地域通貨の導入検討を盛り込めないか。コミュニティ活

性化機能もあるので検討する価値があると思う（教Ｄ）

第２部　これからの都市づくりに向けて

第１章　市民と行政との協働

第１節　協働の推進

透明性の高い市政運営を進め、協働実現の仕組みづくり

に取り組む。

第２節　市民の自主的な活動の支援

市民の公益的活動活性化の支援

＊１ホームページURLは、http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/simin/

shingikai/index.html



第２章　将来を見据えた行財政運営

第１節　行財政改革の推進と新しい発想・手法を取り入れた

行財政運営

　・行財政改革の推進・組織機構の再編、職員の質向上、行

政評価と進行管理システムの構築、民間参入促進

　・受益者負担の適正化と新たな課税の取り組みを進める。

経常経費等の抑制による財政基盤の確立。

　・市民サービスと行政効率化のための電子市役所を構築。

　・情報公開促進と外部監査の導入。

・ New Public Managementの概念ははっきりしない（総）

・ NPMは、タックスペイヤーの立場にたつ発想（総）

・ 政策立案機能を高める必要がある。シンクタンクとして市

立大学のような機関をつくった方がいい（総）

・ 市立大学は少子化もあり難しい。（総）

・ 埼大の資源活用を考えるべき。（総）

・ 職員にとっても、調査研究環境は必要。（総）

・ 財政改革はまずエリを糾す必要がある。例えば、職員の

給与の見直しが必要ではないか。（総）

・ 政令市で本来必要な400人増員、無駄な手当てをなくし、

勤務時間を増やすなどのことが実施されている＊１。（総）

・ 外部監査の監査内容を詳しく開示する必要がある。（総）

・ 電子市役所の記述は、行財政の効率化が１番目、市民

サービスが２番目としているが、順番を逆にして？（総）

・ 市がかかえる財政上の問題が示されていない。借金を

踏まえた上で、どうやるのかという記述が必要。（環）

・ 財政推計について各論で出せないとしても、市民に財政

上の厳しさを意識してもらうために穏やかな形で数字を

あげて基本計画に書込んでもいいのではないか？（環）

・ 既存の施設や施策の見直しを明確に書いては？（教Ｄ）

・ コストダウンに寄与すると考えられる、入札制度の改革も

のせてはどうか？（教ＰＤ）

・ 区別選挙で地域への利益誘導の可能性を否定出来な

いので、選挙制度等での対応策を考えては？（教ＰＤ）

・ 透明性の向上では、株式会社を含む出資法人の情報公

開も必要。（教ＰＤ）

・ 公共施設適正配置でソフト面重視につき、もう少し言葉

がほしい。（環）

第２節　公共施設の適正な配置

市民利用施設（市民のだれもが自由かつ選択的に利用で

きるハコモノの公共施設）は、新規整備を抑制し、ソフト面

の充実、既存施設の有効活用、重点的新規整備を行なう。

第３節　区民に身近な行政区の運営

　・地域振興の拠点として区役所を設けきめ細かいサービス

を行なう。

　・区民会議などを通じて市民と協働し、地域住民の活動を

支援する。

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・ 区民会議では、実際に区民が使える予算が少ない。区民

レベルが執行するところまで検討すべき（総）

・ 地域住民やコミュニティビジネスへの支援は市全体でや

るべきか、区でやるべきか要検討（総）

・ 区民会議は、悩ましい制度。市全体の予算は議会で承認

を受けるから、そこで緊張関係が生じる。しかし、区民会

議では、誰が責任をもつか難しい面がある。（総）

・ 区民会議で、わが区は道路だとか、わが区はNPOだとか

決めたら、区長が尊重するということだ。（総）

・ 実際の運用をみると区民会議の方が上位にあるので、

「区民会議やコミュニティ会議」との表現とした方がよい

のではないか？（教ＰＤ）

・ (2)で首都圏を見据えた、(3)では近隣について書いてあ

る。(2)では「研究を進める」とあり、(3ほどのスタンスがな

い。もう少し意気込みがあってもいいのではないか？これ

では、国際社会の日本のようだ。（環）

第４節　政令指定都市にふさわしい広域行政の展開

地方分権の促進、首都圏各都県と共に21世紀の首都圏の

あり方についての研究を行なう、近隣都市と連携して広域

的行政を推進。
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＊１ただし、さいたま市職員の給与体系はほぼ完全な年功序列制なの

で、近い将来の退職金負担も勘案すると、早めに改革しておいた

方がいいようにも思います。また、職員住宅で、その使用料が維持

管理費の1/3程度なんていう問題も検討課題でしょう。



第３章　さいたま市らしさを生み出す都市づくり

第１節　地域の資源と個性を生かした都市づくり

　・新都心、見沼田圃と荒川、盆栽文化、サッカー等の地域資

源を生かす

　・各地域資源の発掘・活用する。

　・市民の一体感を醸成するまちづくり。

・ 道の駅を３箇所ぐらいつくって、地域の農家の人の名前

の農産物販売などすればいいのでは？（総）

・ 生きがい、働きがいもあるが、死にがいのあるところ、余生

をおくれる都市を目指しては。（総）

・ 死にがいのある町だけは反対。（総）

・ グローカルな田園都市をめざしてはどうか？（総）

・ 国際交流から国際協力にいくべきだ。例えば、神戸市な

どは都市経営の技術を海外に伝えている。（総）

・ 埼玉県の何を誇れるのかぱっとしない？人はたくさんいる

が、例えばお土産もない。（総）

・ 特長がないとは、バランスがいいということだ。（総）

・ 第３章の都市構造の基本的考え方の方が、よほどさいた

ま市らしさを的確に表現している。都市構造の話を「らし

さ」のところに入れるのも一つの手ではないか？（総）

・ 交通の要衝であり、住みやすい。（総）

・ 安心して子づくりができるところ。（総）

・ 若い人が多く、人口が増えていることは、立派な特長で

はないか？（総）

・ 資源ということで、ハードだけではなく、若い人が多いこと

なども入れてもいいのではないか？（総）

・ さいたま市の特長は、若い人が多いことだ。若い人が住

みやすくすることが大事だ。（総）

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・ ベッドタウンのイメージがそのままだ。基本構想の時に言

うべきことだったかもしれないが、施策展開で自立都市と

いうような言葉は出ていなかったか？環境が強調される

ことはいいが、それだけで終わっていいのか？（環）

・ 盆栽文化があげられているが、４つの特長の１つにあげら

れる程の大きな特長なのか？（環）

・ 数値ではっきりとは言えないが盆栽はさいたま市の大き

な特長であると考える。（環）

・ さいたま市には千葉のような城も、横浜のような近代化資

産もない。しかし、何も歴史を探す必要はなく、最大の資

源は、今、住んでいる人間ではないか。生きている人間の

心意気・意気込みをここでは出せないか。（環）

・ 文化財と祭りラリー（環Ｐ）

・ サッカーのまちづくりにＪリーグのチーム数まで記載してい

るが、そこまで記載する必要があるのか（教Ｄ）

百伍萬朝報　第九号 http://www.bekkoame.ne.jp/̃jundaiku/saitama/ 2003年６月21日発行



第３部

第１章　環境・アメニティの分野

第１節　環境への負荷の少ない循環型社会の形成と地域の

環境管理

(1) 総合的な環境保全施策を実施する

(2) 環境学習を推進する

(3) 温室効果ガスの削減やフロン・酸性雨対策、熱帯林保全

など地球環境問題に貢献する。

(4) 廃棄物の発生抑制とリサイクルをはかり、廃棄物の適切処

理を行なう。

（５）省エネの促進と新エネルギー活用をはかる。

（６）自動車排ガス対策推進、生活排水対策の推進、有害化学

物質の監視と発生源対策の推進、騒音・悪臭などと防止と

生活環境保全、環境関係調査研究の充実を行なう。

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・ 自然界の共生と同様に、お互いに我慢し合うという視点

をいれるべきでは？　例えば、我慢の一つとして環境税

の導入の検討ぐらいは加えてもいいのではないか。（環）

・ 環境学習の推進で共生──我慢の心構えを加える必要

があろう。（環）

・ (4)のリサイクルでは、発生抑制についての記述が足りな

い。また、リサイクルに加えてリユースやリバイなどの精神

を記してはどうか。（環）

・ (4)の廃棄物の項では、家庭ゴミの分別徹底など具体的

な方策を記してもいいのではないか？（環）

・ コンポストの有効活用法や都市ゴミの堆肥化のノウハウ

をもっている人がいる。資金補助のみではなく、そうした

情報伝達も必要ではないか。（環）

・ ゴミ処理の有料化についても、議論し直すことに意味が

あろう。（環）

・ (6)では、自然環境の地域特性を保全することや土地利

用について書かれていない。（環）

・ 実際には、省エネルギーを徹底することが最もコストパ

フォーマンスが高いので、そのことをきっちりと書いておき

たい。（教ＰＤ）

・ エコマネー助成制度の導入を検討しては（環Ｐ）

・ 市内の微妙な生態系を調べる必要があり、実施計画時

に担当部局がやり易くするために「環境に関する調査研

究の充実」というようなことを、書き加えるのもいいので

は？（環）

・ 環境政策を立案には、緑地率等の基本的な数値データ

が必要。（環）

・ 総合的な環境思想、一種の環境社会教育が必要なのだ

ろう。（環）

・ 環境学習にはゴミ減量コンクールなどもあっていい（環）

・ 地球環境保全政策は現時点ではあまりできないだろう

が、将来的にはもっとやっていくことになるだろう。十分に

できないとしても意識改革という方向くらいは示せるので

はないか？（環）

・ 地域環境については基本計画の中で目標値を示せな

いか？（環）

・ 太陽光熱利用優遇制度の導入検討（環Ｐ）

・ 生ゴミ堆肥化補助金強化（環Ｐ）

・ 近年の合併槽の性能向上などを勘案すると、公共下水

道のみを推進することが合理的とは言えない面もある。

よって、例えば「効率的な公共の下水道の整備を進めま

す」というようにしてはどうか？（教ＰＤ）
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第２節　緑と水の空間の保全、再生と創造

(1) 緑の空間の保全をはかり、民有地の緑保全のための仕組

みづくりを進める。公園・緑地の整備を行なう。

(2) 水辺空間や水源の保全と、雨水の貯留・浸透・活用をはか

る。

(3) 野生生物の生息環境確保と貴重な動植物の保護・育成を

行なう。

(4) 土地買い取りや借り受けなども行い、見沼田圃を保全・活

用する。合併記念事業として見沼セントラルパークを整備

する。

・ 一方的な行政指導だけでなく、市民・企業などがデザイ

ン意識を高めことが大事だ。（環）

・ 都市景観保全についても、一種の仕組みと技術が必要

と感じた。（環）

・ 屋上緑化建物への減税措置導入（環Ｐ）

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・「民有地の緑を保全」は１年でも半年でも早くするべき。緑

豊かとか言っていられるのも今のうちとなって特長が失

われることになりかねない。（環）

・ 民有地緑地保全の仕組み作りが重要。急げまでは賛成。

しかし、それ以上は謹んでもいいのでは？（環）

・ 見沼の「土地の買い取り」なども具体的につめる必要が

あろう。（環）

・ 水辺の保全再生も重要だ。（環）

・ 行政と市民によるトラスト協会立ち上げ（環Ｐ）

・ 見沼セントラルパーク構想がお飾り的なものとなって、セ

ントラルパーク以外の見沼地域がだめにならないようにし

ないといけない。（環）

・ 荒川では各種団体が環境保全活動をしているが、見沼

では水をきれいにというチラシ一枚もでていないぐらい

で、遅れをとっている。（環）

・ さいたま市全体の水と緑のネットワークづくりを柱立てに。

（環）

・ サクラソウ、クマガイソウが例示されて「貴重な動植物」

の保護・育成とあるが、生物の多様性重視の流れの中で

は「貴重」という言葉が適切な指標なのか疑問が有る。

「絶滅の危機に瀕する」という表現でどうか。（環）

・ サクラソウ、クマガイソウは保護可能だが、他のものも保

護出来るような趣旨の文章を強調していれたい。（環）

第３節　美しい都市空間の形成

(1) 地域の樹林地や歴史的建造物の保全のあり方について

検討を進める。

(2) 都市デザインによる魅力ある都市空間の創造、土地利用

高度化によって生まれるオープンスペースを活用した魅力

的な公共空間の創出、電線地中化、屋外広告物の規制と

指導などを行なう。

(3) 地域住民のまちづくりに専門家を派遣したり、美化活動の

支援、ゴミや放置自転車対策の推進を行なう。
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第２章　健康・福祉の分野

第１節　保健福祉推進体制の充実

(1) 意識啓発、地域住民の福祉活動支援、福祉関連諸機関

ネットワーク構築

(2) 各区保健センターを核とした保健福祉サービスの充実

(3) あらゆる市民の権利養護の仕組み充実、情報提供、苦情

処理迅速化

(4) 公共・民間施設バリアフリー化促進、ユニバーサルデザイ

ンの都市推進

第２節　子育て支援の充実

(1) 妊娠・出産環境充実、乳幼児健康保持と育児支援、小児

救急医療体制充実と事故防止対策、思春期の心身健康

づくりの推進

(2) 出産・育児相談・情報提供充実、保育所・地域子育て支援

センター等活用、子育て関連団体ネットワーク化

(3) 保育所、放課後児童クラブの充実

(4) 児童養護施設・里親制度の充実、児童虐待。ひきこもり対

策、児童センターの充実と子育てソフト事業の提供

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・ 浦和駅はバリアフリーでなく問題（福）

・ 浦和駅バリアフリー化は、立体交差工事を控えているの

でＪＲがいやがっている（改札の中はJRの分担）（福）

・ドメスティックバイオレンスなどについては、相談機能だ

けではなく、一時避難施設整備が必要。ただし、行政が

すべてをかかえるのではなく、民間NPOに支援を与える

方が効率的かつ機動的に動ける可能性がある。（教ＰＤ）

・ 20名定員の児童一時保護所をつくったが、すでに14名

入所。若い人が多く、児童虐待が多くなるようだ。（福）

・ 子育てを地域で支えるネットワークづくりも重要（福）

・ 母子センターは、若い母親が集まっていてよい。（福）

・ 、口コミ（直接の交流）が大事で、要望されている。（福）

・ 学童保育が比較的充実していて助かる。（福）

・ 児童のたまり場に、学校開放しては？（福）

・ 学習塾でも上の子と下の子が一緒で面倒をみたりして

成長する。今は兄弟が少ないから…＊１（福）

・ 母子保健において、父親の理解を得ることも重要。父親

学級の推進も検討されていい。（教ＰＤ）

・ 放課後児童クラブの職員を全て財団に移行するという話

を聞いている。ある程度はやむを得ないとしても、単なる

コストダウンであってはならない。（教ＰＤ）

・ 子育て支援に予算を。（総）

・ 駅前保育所も必要だ（総）

・ 駅前保育所については、つくることを計画している。（総）

・ 子育て支援センターをつくることとなっている。（総）

・ 保育所を増設するが、人口増で再び待機児がでている

のが現状。（総）

・ さいたま市の学童保育は評価が高いらしい。ただ、数が

足りない。（総）

・ 幼児の医療助成が就学前まで延長されて、市民は喜ん

でいる。＊２（総）
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＊１この認識は、少子化に関連して、（合計特殊）出生率が1.29になっ

た等々に報道と、昔の大家族制度の記憶が合わさって生じたもの

と想われます。実際には、1970年代前半（もう30年も前！）以降から、

日本の夫婦が生む子どもの数は平均して2.2人であまり変わってい

ません（最近、この10年でわずかに下がったという報道もあります

が）。結婚後15～19年たった夫婦が生む子どもの数の1997年の統

計をみると、０人が3.2％、１人が9.8％、２人が53.6％、３人が27.9％、４

人以上が5.0％となっており、一人っ子は少数派です。よって、よほ

ど昔に話を戻さない限り、現在、どうみても大人の30代半ば以上の

人々の子供時代は兄弟が少なかったということとなり、最近の特徴

的な問題というにはやや昔話の感があります。

*２お金をもらって喜ばない人は少数派だと想われます。我が家も下の

娘の医療費を過去に遡って市からいただき、得をしました。しかし、

問題は、そうした多くの人々に少額（平均的にはせいぜい年間２～

３万円程度と思われる）づつ助成する制度が、現在の厳しい財政

状況の中でどうしても必要な施策なのかどうか、ということにありま

す。個人的には、これまでの４歳までだった制度を延長したことに

よって追加となる約３～４億円があれば、市内の全小学校に各１名

づつくらい若手職員を増やす方が、その教育に関する波及効果を

考えると得策のように思います。



基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

第３節　豊かな高齢期の実現

(1) 高齢者の学習・スポーツ等活動支援、シルバー人材セン

ターの機能向上、高齢者の健康づくり支援の実施

(2) 介護サービスの供給量確保と質向上、ケアマネジメントの

充実、家事支援・配食サービスや住環境整備など

第４節　障害者の福祉向上

(1) 療育システム構築、地域リハビリテーション体制整備、生活

の場の確保。

(2) 教育充実、就労支援、障害者スポーツ・文化活動機会充

実、市民意識啓発活動や介助人材養成

第５節　健康づくりの推進と医療の充実

(1) 健康教育・健康情報提供、疾病予防指導の充実

(2) 回復期リハビリテーション等の整備促進、市立病院の整備

充実

(3) 医療情報提供の充実

・ 今、何がさしあたって必要なのかを考えたい。500人待ち

だと言われる特養ホーム問題等がネック。こ（福）

・ 特養の待ち人数には要望を出して備えておこうという人

もいるのではないか？民間も続々できている。（福）

・ 介護保険は民間でやろうという考え方。老健施設では、

病院から転院するのではなく、在宅の人が入院している

のが現状。在宅が基本だと思うが、限界がある。（福）

・ 住宅改造に使える介護保険の上限額が安い。住宅環境

をきちんと改造すれば、介護３でも介護１になる。（福）

・ 老々介護で、共々自殺するケースがでてくる。（福）

・ 人的資本を生かすべく、より高度な業務の請負などがで

きないか？（教ＰＤ）

・ 人的資本を生かすべく、より高度な業務の請負などがで

きないか？（教ＰＤ）

・ 仙台市や武蔵野市のような介護保険の要のケアマネー

ジャー支援センターが考えられていい。（教ＰＤ）

・ 武蔵野市や高浜市のようなリバースモーゲージ制度の導

入も考えられていい。（教ＰＤ）

・ 障碍者の支援費は、上限緩和してもらっている。（福）

・ 障碍者の住宅改造では高齢者よりも10万円多く、自殺す

るほどの人はいない。（福）

・ 障碍者の場合、施設から帰宅した時に親に殺されること

が多い。ひきこもらずに相談することが大事だ。（福）

・ 精神障碍が増えている。民生委員がみている300人くら

いの中に２ー３人がいる。（福）

・ 精神障碍者も障碍者団体に登録してくれればいいのだ

が、病院に行かないなど課題も多い。（福）

・ 精神障碍については、だいぶいい薬があるのに…（福）

・ 精神○○センターを立ち上げてくれたので、よくなってい

る印象がある。（福）

・ 拠点施設はできたが、地域の人にどうやって目に見える

形にするかが課題。（福）

・ 近年、障害者を、「障碍者」と記す、または開いて「障がい

者」とすることが多い。配慮してはどうか？（教ＰＤ）

・ 医療コスト削減の為、例えば証拠に基づいた医療

（EBM）を他の政令指定都市と協力して推進するとか、

ジェネリック薬の利用促進策（本来的には包括制度や代

替調剤がよいが、例えば研修費名目での医師会助成な

どで、ジェネリック薬使用インセンティブを高めるなど）を

検討する価値があるのではないか。（教ＰＤ）

・ 近年、小児科医の不足（特に緊急医療において）が話題

になっている。最大の「子育て支援」策は、これではない

か？（教ＰＤ）

・ また、市民意識調査で「地区のまちづくりの重点」項目と

すべきとする意見が最も多かった「医療面の充実」を勘

案し、川口市のように「ドクターカー」の導入も検討したい

ところである。（教ＰＤ）

第６節　食品・生活環境の向上

(1) 監視・検査体制の強化と情報提供

(2) 動物愛護と感染症などの情報提供
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第３章　教育・文化・スポーツの分野

第１節　「潤い」のある教育の推進

(1) 基礎基本の徹底、子どもの社会性の向上、情報・国際理

解・人権・環境教育の実施、外国文化をもつ児童の適応支

援、心身の健康教育、特別支援教育の推進

(2) 通学区域の弾力化、学校・設備の整備、教職員の質向上、

学校教育の調査研究機能強化

(3)「ゆとりある教育」推進、中高一貫教育への取り組み推進、

市内高等教育機関との連携

(4) 地域住民と連携した教育活動や地域教育、学校開放の推

進、学校評議員制度の充実

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・「潤い」というのは題名には疑問がある（教Ｄ）

・ 潤いは、人間性を高めるという意味だと思う。良い（教）

・「特殊学級」は「障害児学級」と言い換えたい。（教Ｄ）

・ ＬＤ、ADHD（ADD）、自閉症、アスペルガー症候群など、

の子どもたちへの対応も必要（教Ｄ）

・ また、不登校・ひきこもりへ対応できるための施設・仕組み

づくりも必要。（教Ｄ）

・ 基礎・基本の徹底は大いに評価する。ただし、「学び続け

る力」とともに、インセンティブを高める工夫も必要。（教Ｄ）

・「ゆとり教育」については批判も強いので、あえてさけて

はどうか？（教Ｄ）

・ 中高一貫教育は、競争を小学校に下げ、格差拡大につな

がる可能性が高いので慎重な検討が必要。他自治体の

状況を見てから導入するのでも遅くはない。（教Ｄ）

・ 通学区域の弾力化は地域との関係が薄れ、格差も生じる

のでよくない（教）

・ 義務教育でない高校と中学が一緒になる意味がわから

ない（教）

・ 今後は、情報教育（技術だけではなく、情報とつきあうリテ

ラシー）が極めて重要。（教Ｄ）

・ 習熟度別教育の導入も検討しては？（教Ｄ）

・ 生徒による授業評価について十分に研究して、効果があ

るならば導入をはかってはどうか？（教Ｄ）

・ 学校が様々なことを抱えすぎ、教師の負担が増えてい

る。事務処理等の効率化や、専任職員の配置、家庭に問

題がある児童については福祉にバトンタッチするなどし

学校はセンサーの役割に留め、子どもとのふれあいの時

間や授業準備・研修の時間を増やす支援が必要（教Ｄ）

・ 教師の負担を減らしよい教育環境のため25人学級を実

現する副担任制などの導入が必要（教）

・ 教師の連帯が重要。その阻害要因となる教員の人事評

価には慎重になるべき（教）

・ 昼間に地域で学ぶことには、大きな限界がある。子どもた

ちはディアとつきあう時間が多く、関心も高い。よって、IT

技術を活用したVirtualな（事実上の）地域をつくり、そこ

で学ぶ仕組みは考えられないか？今後の情報社会を安

全・快適に生きるために必須の技術を学ぶことにも寄与

する。（教Ｄ）

・ 子どもの通う学校は地域・家庭とよく連携している（教）

・ 財政のことを考えると、重点的に資源を投入すべきであ

り、いわばバラマキ的な施策は控えた方がいいのではな

いか？（教Ｄ）

・ 教育行政は、学校現場を十分に把握することが必要。案

外、保護者も教師の大変さなどを知らない。知らせる努力

が必要（教Ｄ）
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第２節　生涯学習の振興

(1) 生涯学習関連施設の充実と開放、情報提供機能の充実、

企画力の向上、民間・学校等との連携をはかる。

(2) 学習成果を生かす場づくりや、顕彰制度・認定証交付など

による評価

(3) 家庭教育の意識啓発、子供の心身発達相談機能の充実、

地域学習活動の振興、青少年健全育成支援など

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・ 一定の受益者負担が必要。（教Ｄ）

・ 家庭のしつけのことが記述されているが、教育史の研究

家によるとしつけが低下したとは言えないとされている。

必要以上のパーフェクト・チャイルドを求めることは、か

えって圧力につながる。そうした「意識啓発活動」に参加

する層は、むしろそれが不要な教育熱心な層が多い可

能性が高く、実効性がない。むしろ、そのための予算を

「学びからの逃走」する親子への対策のために振り向け

た方が合理的。（教Ｄ）

・ 具体的に「サロンをつくります」など方策を記すべき（教）

・ 保健センターのような家庭教育に通じる場は重要（教）

・ 福祉との連携がきわめて重要。「学びから逃走」した結

果、低所得に甘んじざるをえない若者層が大量に発生し

ている。そうした若者たちへの職業教育に関連する基

礎・基本教育もある程度必要ではないか。（教Ｄ）

第３節　生涯スポーツの振興

(1) 学校開放等による場や、各種講座等の提供

(2)「一市民一スポーツ」を目標とした各種催しの実施、指導

人材の確保と支援、住民が自主運営する地域密着型ス

ポーツクラブの支援、世界レベルのプロチームによるサッ

カーイベントの定期開催やＪリーグとの連携等によるサッ

カーのまちづくり推進

第４節　さいたま文化の創造

(1) 歴史的な文化資源の保存・保護・展示を行なう

(2) 国内外の芸術文化作品の鑑賞や顕彰制度による新進芸

術家支援、企業文化活動の活性化、市民による文化活動

への様々な支援を充実、盆栽・サッカーなどの文化のア

ピール、市民まつりや花火大会などを行なう

・ サッカーのまちづくりの推進」とあるが、コストパフォーマン

スはどうか＊１（教Ｄ）

・ 文化行政については、施設や施策の整理が必要。県のも

つ高度な施設（県民芸術劇場など）があり、その施設や

機能（事業企画立案能力）を積極的に活用し、さいたま

市として共同事業などを行なうことが考えたい。（教Ｄ）

・ 愛知県師勝町のように博物館的施設の高齢者福祉での

活用や、音楽療法・絵画療法などのような芸術文化の福

祉・医療での活用も視野にいれるべき。コストや経済的波

及効果を十分に検討すべき。（教Ｄ）

・ 浦和競馬場で開催されていた花火が荒川に移ったこと

で、地元経済への波及効果が薄くなった。開催するなら、

波及効果があるように会場を考え直すべきだ。（教Ｄ）
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＊１ややぼかした言い方をしましたが、要するに、その経済波及効果ま

で含めて黒字か、トントン、でても少しの赤字くらいでないと財政状

況からみて問題ではないか、ということが本意です。

ちなみに、さいたま市民を対象にした埼玉県と埼玉大学によるサイ

レント・マジョリティの県政参加調査」（2002年11月実施）で、「埼玉

県知事に何でも頼めるとしたら何を頼みますか」という設問に対し

て、19名が無駄な公共事業の廃止を、３名がさいたまスタジアム

2002を取り壊してほしい、を要望としています。（回答数460）



第４章

第１節　良好な市街地の整備

(1) 交通関連施設・公共施設・民間施設などのユニバーサル

デザイン化、緑の確保・通過交通抑制・既成市街地の再生

などの環境共生、市民の主体的な参加によるまちづくりの

支援

(2) 浦和駅周辺・大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区の再

開発、浦和駅高架化、日進・宮原・美園・武蔵浦和地区の

市街地再開発と土地区画整理事業、都心・副都心地区の

都市機能充実（具体的な施策が記入されている）、都心居

住の促進

(3) 主な鉄道駅周辺の充実、既成市街地の整備・再生、地区

計画制度・まちづくり協定の活用、無秩序開発の抑制、土

地区画整理事業・地区計画制度を活用した質の高い住宅

地形成

第２節　道路体系の確立

(1) 高速埼玉東西連絡道路・高速埼玉中央道路の整備、明確

な優先順位に基づいた都市計画道路の整備、立体交差

等による交通渋滞対策

(2) 幅員４ｍ未満道路の改善

(3) バリアフリー化、自動車走行を制限するコミュニティ道路や

歩車共存道路の整備、自転車走行空間の確保・都市型レ

ンタサイクルの導入検討・駐輪場整備・放置自転車撤去、

道路の緑化や電線類の地中化

第３節　総合交通体系の確立

(1) 交通需要マネジメントの視点を重視した交通体系確立、新

公共交通システムの検討、自転車利用促進方策の検討

(2) 埼玉高速鉄道・地下鉄６号線延伸の促進、コミュニティバ

ス導入、公共車両優先システムの導入、バリアフリーと環境

保全に配慮したバスの導入

(3) 日進・指扇駅間などの新駅設置促進、駅前広場整備と駅

周辺のバリアフリー化、駐車場・駐輪場の整備と既存駐車

場の有効活用

(4) 社会実験を通じての交通需要の平準化や自動車から公

共交通機関への転換促進などの促進

第４節　緑の空間づくり

(1) 駅前広場・公共施設の緑化、道路・河川の緑化推進、緑地

協定・地区計画制度の活用、土地区画整理事業・市街地

再開発事業・総合設計制度の活用による緑地空間形成、

生産緑地の維持努力、屋上・壁面緑化の促進、緑化重点

地区指定による緑化推進、市民による緑化活動の支援

(2) 多様な公園整備、市民による公園管理への働きかけ、都市

基幹公園整備、雑木林・水辺・緑地などを保全・活用した

公園整備

(3) 水・緑の拠点を河川や緑道で結ぶ水と緑のネットワーク形

成、街路樹ネットワークづくり

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・ 空間の確保は書かれているが質の向上も重要。アメニ

ティ色が強いが、もう少しエコロジカルに、自然を社会資

本として確保すべき。（環）

・「水と緑のネットワーク」とあるが、水と緑の実態把握がま

ず必要。自然環境調査を受けてのネットワーク景観づくり

が必要で、調査を行なうことを位置づけるべき。（環）

・ 民有地の緑化と土地区画整理事業があげられている

が、その関係が不分明。（環）

・ いざという時の緊急避難場所やポケットパークすらない

ところもある。地主の好意にすがるだけでない方策が必

要だろう。（環）

・ 花と緑のパイロット制度活性化、立木オーナー制度など

の検討（環Ｐ）

・ ヨーロッパの都市計画がもつ権限がないし、市民にも都

市景観に対する意識が高くない。そこが大問題だ。ちょっ

と宿題にしたい。（環）
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第５節　高度情報化社会に対応した基盤の整備

(1) 下水道暗渠空間等を活用した地域情報通新基盤整備の

促進

(2) 学校や市民の情報活用能力育成教育、IT学習指導者育

成

(3) 市のホームページエリアを活用した地域住民の情報発信・

交流支援、市内中小企業のIT活用支援、情報産業誘致・

育成

(4) 安全対策を推進した上での、各種申請・手続きや情報入

手の利便性の向上、行政事務の効率化と質向上、市民と

の意見交換・情報共有などのための電子市役所構築

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・ 情報通信ネットワークの項は、書くことがないのならやめ

てもいい。（総）

第５章　産業・経済の分野

第１節　次代を牽引する新しい産業の育成

(1) 民間企業の本社・支社等の業務機能の集積・高度化、対

事業所サービスの集積

(2) 起業支援、中小企業の異業種展開支援、都市型生活関連

産業・情報・環境産業の促進、コミュニティビジネス支援

(3) 産学官連携・異業種交流等による製品・技術開発促進、展

示会出展支援、ISO認証取得促進

第２節　生活関連産業振興

(1) 市街地再開発や文化・アミューズメントによる集客機能が

向上した都心商業地の活性化、街並み整備・空き店舗活

用などの支援、商店街による高齢者生活支援・リサイクル

活動等の支援、卸売り紙上の再編整備支援

(2) 観光資源の活用・盆栽文化の振興などによる観光の振興

(3) 中小企業経営相談への対応、制度融資の充実、人材開発

支援、新分野進出支援、ISO認証・IT活用などへの支援

(4) 企業施設の一般開放、地域環境と調和した企業事業所づ

くり支援

（５）優良農地の保全、農業生産性向上のための土地基盤整備

事業推進、認定農業者の支援と農用地利用集積、農業後

継者確保、有機農業支援、付加価値の高い生産物生産推

進、直売方式拡充、市民農園の整備

第３節　産業活動の活性化の環境づくり

(1) 産学官・異業種・起業家間交流促進、地域人材と中小企

業のネットワークづくり

(2) セミナー開催、低家賃の創業支援オフィス開設、起業相談

支援、女性・中高年の起業支援、業種・業態転換支援

(3) 求職者・勤労者の能力向上、高齢者等の就業機会拡充、

ファミリーサポートセンターの充実

(4) 中小企業勤労者への生活資金融資斡旋、健康・余暇活動

支援

・ 環境負荷のある製造業に固執しなくていいのではない

か。環境負荷の小さい産業を追求してはどうか？（環）

・ 2002スタジアム周辺にスポーツ・医学研究機関を招致し

てはどうか。（環）

・ リサイクル・リユース、バイオテクノロジー、自然ブランドな

どの環境関連ビジネスの重要性・可能性を取り上げるべ

き（環Ｐ）

・ 川崎や京都のように研究・製造一体の情報産業となった

製造業は強い。さいたま市はそっちを目指すべき。（環）

・ メンテナンス産業の重視などをいれてはどうか？（環）

・ 見沼田圃を生かしたエコツーリズムの推進は可能性が

ある（環Ｐ）

・ 見沼での農業生産は採算があわないケースが多く、市の

予算を入れることも必要ではないか。（環）

・ 農地の高い外部経済価値を生かす施策が必要。（環）

・ 見沼は、全国シェアの圧倒的な部分を占めている山椒を

はじめ、生姜、サトイモ、ヤマトイモなどが特産品。それら

の生産者を育成し、ブランド化することも大事だ。（環）

・ 自然農法農産物等のブランド化が必要（環Ｐ）

・ 直売所・青空市場増設とＰＲ（環Ｐ）

・ 都市がそこで得られた税で自立できるよう、税収を増や

せる産業振興は重要だ。目標としては、昼夜間人口を１

対１にする方向をめざす。（環）

・ 市内に仕事場を増やすため、就業機会の多様化と増加

が重要。（環）

・ バイオ・ナノテクのことだけではなく、全て新しいビジネス

と書くべきで、その中に製造業もいれている。（環）

・ 生活の面で東京にいかないですむようにする。（環）

・ 大学・研究所と一緒になってデザイン・ソフト＋製造業・

産業を振興する。環境関連ビジネスも成立する。（環）

・ きちんと実態をおさえた上で産業施策をつくるべき。（環）

・ 高齢者・女性だけでなく、若者フリーター層への教育や支

援策も検討（教ＰＤ）
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・「市のホームページエリアを活用」とあるが、同一サーバ

を利用するという意味だったら、セキュリティや更新性か

らみて疑問。静的なものをつくってもいいが、動的なもの

であれば各々がつくれるよう支援し、リンクするので十分

だろう＊１。（教ＰＤ）

＊１確かにSOAPなどのWebサービス技術を導入すれば可能ではある

が、それを自治会レベルなどでも可能かは課題が大きい。



第６章　安全・生活基盤の分野

第１節　都市防災の強化

(1) 市街地再開発・土地区画整理事業の推進、防火・準防火

地域指定、ライフラインの耐震性向上、公園づくり・木造住

宅不燃化推進、公共施設の防災対策推進

(2) 雨水貯留浸透施設・透水性舗装などによる雨水コントロー

ル、公共下水道整備、親水性・生態系に配慮した河川の治

水能力整備

(3) 広域防災活動拠点整備、防災備蓄の充実、防災訓練実

施、自主防災組織育成、各種ボランティア団体との連携

(4) 消防署の整備・改修、特殊消防自動車の導入、耐震性貯

水槽の整備、消防緊急情報システム整備、自主防火組織

の支援、住宅防火対策推進、消防法令違反施設の是正指

導、救急車両と救急隊員の質向上

第２節　事故や犯罪の防止

(1) 事故発生地点に重点をおいた道路照明灯・カーブミラーの

整備、幹線道路・駅周辺の歩道整備、違法駐車・駐輪対策

推進、交通安全教育推進、交通災害共済制度の充実、防

犯意識の啓発、防犯的市街地空間の検討

(2) 消費生活相談・消費生活情報提供、食品検査・監視体制

の確立

第３節　生活基盤の整備

(1) 地下水・水源地域の保全、上水道耐震化、３階以上建築へ

の直結給水推進、節水意識啓発、公共施設での水リサイ

クル促進、水道事業の効率経営

(2) 市街化区域に重点をおいた公共下水道整備、合流式下

水道改善、下水道暗渠空間の有効利用促進

(3) 中堅所得層・高齢者への民間賃貸住宅供給促進、マン

ション維持管理の啓発、老朽化市営住宅の改善

(4) 葬祭施設の整備

第７章　交流・コミュニティの分野

基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・ 地主がパトカー休憩所を提供し、警察も地域も喜んでい

る事例がある。（総）

・ 自転車利用や放置自転車問題については、自転車交通

とバス交通のベストミックスを検討しないと、抜本的な解

決にならないのではないか。実状の十分な調査をふまえ

てより実効性のある対策が必要。（教Ｄ）

・ IT犯罪もあるので、情報と安全につきあい、批判的精神

をもつリテラシーを得ることが必要。（教Ｄ）

・ 警察は障碍児・者のことをよく知らない。その安全を守る

ために、警察にも配慮を考えてもらいたい。（教）
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基本計画たたき台の概要 各専門部会での意見

・ 人材育成・自主活動の支援とあるが、具体策があるなら

入れてはどうか？知縁や情縁といった考え方もある。（総）

・ 活動環境の充実策として「余裕教室の有効活用」があげ

られているが、活動の場をつくることも必要だ。。（教）

第１節　世界に開かれた都市づくり

(1) 国際会議などの誘致、国際化施策展開拠点の充実、市

民・行政レベルでの国際交流、見沼田圃・サッカー・盆栽・

サクラソウ・漫画会館などの情報発信強化、NGO・市民ボ

ランティア支援

(2) 人権教育推進、学校・生涯学習での国際理解教育充実、

人権相談の充実

(3) 外国籍市民への生活・情報提供支援、ボランティア団体の

活動支援

第２節　男女共同参画社会の実現

(1)「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例」の周知、意識

啓発・情報提供・相談業務を行なう拠点機能充実

(2) 男女平等意識の啓発と情報提供、育児・介護支援、法制

度の周知

(3) 政策・方針決定の場への女性の積極的登用、女性リー

ダーの育成、男性の家事支援、国際的視野での男女共同

参画推進

第３節　ふれあいのある地域社会の形成

・ 男女共同参画については、条例も制定されたので、その

周知を十分にお願いしたい。（教）

・ 男女共同参画の意識啓発は幼児期から必要であるし、

学校での教育も重要だ。（教）

・ 男女共同参画は意識改革が基本にはあるが、社会教

育・心理カウンセリングの中に留めるべきではない。フェ

ミニスト・カウンセリングをきちんとやるべきで、例えば、ド

メスティック・バイオレンス（家庭内暴力）などは福祉との

連携をとり、経済的支援なども絡めながら具体的な施策

を展開する必要がある。（教Ｄ）

百伍萬朝報　第九号 http://www.bekkoame.ne.jp/̃jundaiku/saitama/ 2003年６月21日発行

(1) 自治会活動・まつり等の支援

(2) コミュニティセンターのネットワーク化と運営への市民参加、

公共施設の提供促進

(3) 地縁にとらわれないコミュニティ活動支援


