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章・節

副都心において、都心の機能を補完する

よう、都市機能の集積を進めていきます。

頁 原文箇所 疑問点 注記

3-1 1-5 ロードサイド等に大規模店ができている

現在、行政がやるべきことか疑問がなくは

ない。

3-2 1-5 浦和駅周辺地区においては、…商業機

能、文化機能を中心として集積を図り、都

心としての形成を進めます。

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、そういう位置

づけのままでいいのか、疑問がある。

第１部

第２部

1-1 2-2 「協働の仕組みづくり」のところで、パブリッ

クコメント制度、市職員の育成が例示され

ている。

市民参加条例などの法規的な仕組み作

りが必要と考える。

2-31-1 区民会議、審議会への委員公募、事業実

施時のワークショップ、事業実施時の協

働、外部評価があげられている。

常設の市民参加機能は必要ないか？（区

民会議は区レベルなので）

参考：志木市の「市民委

員会」

参考：石狩市の「市民の

声を聞く条例」

2-41-2 NGO、NPOへの支援、ボランティアの支

援、自治会等コミュニティ支援と企業市民

の社会貢献促進があげられている。

地域通貨の導入も検討課題としてはどう

か？

2-72-1 財政改革では、効率化、PFI導入等があげ

られている。

既存の施設や施策の見直しを明確に書

いてはどうか？

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？

区別選挙に関連して、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おいてもい

いように思う。

透明性の向上として、「市政に関する情

報提供」としているが、株式会社を含む

出資法人の情報公開も必要

北浦和駅東口バスターミ

ナルビルなど

2-92-2 「コミュニティ会議や区民会議などを通し

て」とある。

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」とした方がよいのではないか？



章・節

公共施設のエネルギー有効活用の項目

で、新エネルギーの導入などがあげられて

いる。

頁 原文箇所 疑問点 注記

1-1-5 3-1-4

第３部

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。

「公共下水道の整備を進めます」とある1-1-6 3-1-4 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？

水資源の再生として、透水性舗装の推進、

雨水の貯留などが書かれている。

1-2-2 3-1-6 公共施設における、中水のリサイクル利

用も検討してみる価値はないか？

介護の相互扶助機能低下の要因として

「女性の社会進出」があげられている

2-1 3-2-2 事実問題としては、確かにあるが、介護が

必要となった最大の要因は長生きするよ

うになったことである。ここでこのように書

くことによる、バックラッシュが心配。

ＤＶの被害者やホームレスについて、「権

利擁護の仕組みを充実」とある。

2-1-3 3-2-3 それらについては、相談機能だけではな

く、一時避難施設の整備が必要。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。（避難所

の場所の秘匿も可能）

母子保健の充実で、妊産婦への相談・支

援があげられている

2-2 3-2-4 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。

保育サービスの充実において、放課後児

童健全育成事業の拡充があげられてい

る。

2-2-3 3-2-5 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。

高齢者の就業機会の提供で、シルバー人

材センターの機能向上があげられている。

2-3-1 3-2-6 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？

介護保険制度の円滑な運営として、ケア

マネジメントの充実をはかるとある。

2-3-2 3-2-7 ケアマネージャーは、介護保険の要であ

り、サービス水準のレベル高度化、効率

的・経済的運用なども、その双肩にかかっ

ている。ケアマネージャー支援センターの

ようなものが考えられていい。

参考：東京都武蔵野市、

仙台市などが運用して

いる。

リバースモーゲージ制度の導入も考えら

れていい。

参考：東京都武蔵野市、

愛知県高浜市などに実

例あり

「障害者」関連2-4 3-2-8 近年、障害者の「害」の字を避けて、「障碍

者」と記す、または開いて「障がい者」とす

ることが多い。言葉狩りは本筋ではない

が、言葉使いで姿勢が分かる面があるの

で基本計画では配慮してはどうか？

さいたま市総合振興計画・基本計画たたき台について 2003 年５月29 日 審議委員：大工原潤



章・節

医療の充実がかかげられている。

頁 原文箇所 疑問点 注記

2-5 3-2-11

第３部

高齢化、医療の高度化によって医療コス

トが増大し、財政圧迫要因となる可能性

が高い。その回避の為、例えば証拠に基

づいた医療（Evidence Based Medicine）

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、

国レベルでないとできないので、例えば

研修費名目での医師会へ助成するなど

して、医師のジェネリック薬使用インセン

ティブを高めるなども考えられないか）を

検討する価値があるのではないか。

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？

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。

節名として、「潤い」のある教育の推進があ

げられている。

3-1 3-3-2 「子ども潤いプラン」の推進を削除して頂

いたため申し訳ない気もあり、気持ちはわ

かるが、題名が生身を反映しているとは

いいがたいのではないか？

「特殊学級などにおける教育を向上すると

ともに、障害のある子ども・・・」と記されてい

る。

3-1-1 3-3-3 言葉狩りはしたくないが、「障害」という字、

「特殊学級」という言葉には批判もある。

最近は、「特殊学級」を「障害児学級」と言

い換えているようだ。

また、ＬＤ、ADHD（ADD）、自閉症、アスペ

ルガー症候群など、従来、障害児として扱

われてこなかった子どもたちへの対応も

必要ではないか？

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と考える。

基礎・基本の徹底がまずあげられている。3-1-1 3-3-3 基礎・基本の徹底をあげていることは大

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

要だろう。

さいたま市総合振興計画・基本計画たたき台について 2003 年５月29 日 審議委員：大工原潤

注記：章・節名でゴチック体・アンダーラインのものは、教育・市民専門部会が「主に議論する」とされている部分



章・節

創意ある学校施策の推進として、「ゆとりあ

る教育を推進」「中高一貫教育」などがあ

げられている。

頁 原文箇所 疑問点 注記

3-1-3 3-3-3

第３部

「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？

中高一貫教育は、むしろ競争を小学校段

階に下げ、かつ格差拡大方向につながる

可能性が高いので、公立学校の施策とし

て適当かどうか、慎重な検討が必要。少

なくとも、他自治体の状況をじっくりと見て

から導入するのでも遅くはない。

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。

習熟度別教育の導入も検討しては？

教育環境の整備として、教職員の研修・採

用の多様化などがあげられている。

3-1-2 3-3-3 生徒による授業評価を行なってレベル向

上をはかる試みがされているので、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？（生徒への迎合の心配は

あるが…）

学校が様々なことを抱えすぎ、また授業

内容等が多様化することなどで教師の負

担が増えている。事務処理等の効率化し

たり、専任職員をおいたり、家庭に問題が

ある児童については福祉にバトンタッチ

するなどして、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

ができないだろうか？

参考：高知県、足立区で

実施。

「地域に根ざした教育の推進」がうたわれ

ている。

3-1-4 3-3-3 さいたま市の現状（衛星都市であり昼間

はいない人が多い。元から住んでいる人

が少ない。中小商店等の衰退等）を勘案

すると、学校教育が行われている昼間に

地域で学ぶことには、大きな限界があり、

実際に子どもたちが自らの将来をみるこ

とにはつながらない可能性が高い。また、

子どもたちは家庭にいても家族と会話す

る時間よりもメディアとつきあう時間の方

が圧倒的に多く、そちらに関心が高い。

よって、例えばIT技術を活用したVirtual

な（事実上の）地域をつくりだして、そこで

学ぶような仕組みづくりは考えられない

か？教師の負担を増やさないような工夫

が必要だが、慎重に管理された「場」での

Virtualなつきあいは、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。

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。

元々、地域の教育力が

あったというのは神話で

ある。（『日本人のしつけ

は衰退したか』広田照幸

著より）

中学校の実際の現状を

観たい。

さいたま市総合振興計画・基本計画たたき台について 2003 年５月29 日 審議委員：大工原潤

参考：「家族のコミュニ

ケーション──情報化社

会の中で」（江原由美子

／『ゆらぐ家族と地域』所

収）

注記：章・節名でゴチック体・アンダーラインのものは、教育・市民専門部会が「主に議論する」とされている部分



章・節 頁 原文箇所 疑問点 注記

第３部

生涯学習の支援3-2-1 3-3-4 消費としての教育という面が強く、余裕の

ある層が利用者に多いので、一定の受益

者負担が必要。

参考：『教育を経済学で

考える』（小塩隆士著）

子どものしつけについての意識啓発活動3-2-3 3-3-5 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。

また、そうした「意識啓発活動」に参加す

る層は、むしろそうしたことが不要の教育

熱心な層が多い可能性がきわめて高く、

実効性がない。むしろ、そのための予算

を「学びからの逃走」または「学ぶふりから

の逃走」をする親子への対策のために振

り向けた方が合理的。

また、福祉との連携がきわめて重要。

参考：『教育に何ができ

ないか』（広田照幸著）

「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。（専門学校である程度は供

給されているが、基礎学力は必要）

さいたま文化の創造が謳いあげられてい

る。

3-4 3-3-8 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。

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。

新たな市民まつりや花火大会 コストや経済的波及効果を十分に検討す

べき。

自転車の利用環境の整備4-2-3 3-4-6 自転車利用や放置自転車問題について

は、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。

参考：『自転車とまちづく

り』渡辺千賀恵著

情報教育・情報学習の充実の項目で、「子ども達

が必要な情報を取捨選択し、自ら情報発信でき

るよう、情報活用能力を育成」とある。

4-5-2 3-4-11 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。

参考：『メディア・リテラシー』

菅谷明子著、『インフォ・アー

ツ論』野村一夫著

「市のホームページエリアを活用して」自

治会などの情報交流を支援とある。

4-5-3 3-4-12 実際のところどういうことを意味している

のか分かりかねるが、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

更新性からみて大いに疑問。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。

さいたま市総合振興計画・基本計画たたき台について 2003 年５月29 日 審議委員：大工原潤

注記：章・節名でゴチック体・アンダーラインのものは、教育・市民専門部会が「主に議論する」とされている部分

「県のもつ…」の部分は、

専門部会に提出したレ

ジメにはありませんが、当

日発言したことなので追

加しました。



章・節 頁 原文箇所 疑問点 注記

第３部

産業活動の活性化の環境づくりで、「助成

や高齢者など」への「対応が求められ」とあ

る。

5-3 3-5-7 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

地域通貨の積極的研究はここでも記して

いいのではないか？

勤労者福祉の充実として、「健康づくりや余

暇活動の支援」などがあげられている。

5-3-4 3-5-8 今時、本当に必要なのか？　実態を十分

に知っておく必要がある。

放置自転車対策を推進6-2-1 3-6-5 交通政策全体をにらんで、より根本的な

解決策を検討すべき

安全な消費生活6-2-2 3-6-5 ITでの消費者被害や犯罪にあわないた

めの安全教育にも言及していい。（ある程

度は自己責任と言えるが…）

男女共同参画社会の実現7-2 3-7-4 福祉と連携するフェミニスト・カウンセリン

グが必要なことを明記したい。

より、実効性のある男女共同参画を推進

すべく、自治体が率先する必要あり。

また、学校や行政の現場での男女共同

参画社会づくりの積極的推進をはかると

いうような項目を加えてはどうか？

新しいコミュニティの形成として、「地縁に

とらわれない新しいコミュニティの形成」支

援とある

7-3 3-7-6 IT活用の「地域」社会づくりも要検討。（た

だし、どこまで自治体がやるべきかは議

論の余地がある）

さいたま市総合振興計画・基本計画たたき台について 2003 年５月29 日 審議委員：大工原潤

注記：章・節名でゴチック体・アンダーラインのものは、教育・市民専門部会が「主に議論する」とされている部分


