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さいたま市総合振興計画・基本計画たたき台・修正案について 2003 年７月３日 審議委員：大工原潤

章・節

就業人口、従業人口と就従比の見通しで、

2013年には就従比が現在よりも１割程度上

昇して、0.92（従業人口が約13万人増加）

となる予測が出されている。その要因は、

「さいたま新都心における商業業務地の

成熟などに伴い」とある。

頁 原文箇所 疑問点 注記

2-2 1-4 本当にそんなに増加するだろうか？詳し

い積算根拠を知りたい

3-2 1-6 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 2-3 「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。条例名は挙げられない

としても、例えば「協働の手続きを明確化

した協働の仕組みづくり」というようなこと

は書けないか？

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？

2-1 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？

また、施設等建設に際してはVEを導入す

ることも検討されていいのでは？

基本計画の目的と期間、構成1 1-1 ・岩槻市と合併したらどうするのか？

・前提条件（人口等）が変わった時の見

直し規定は必要ないか？

行財政改革の推進では民間企業のマ

ネージメント手法を取り入れ、組織機構の

再編・整備と職員の意識改革を行なう

年功序列的な賃金体系と、業務分担等を

明確にした上での一定の成果主義導入

検討も考えてはどうか？

2-6

3-1 2-12 「環境共生都市」へのアプローチの項目で

は、見沼田圃や荒川を生かした都市づくり

のみがあげられている

さいたま市は、一般市街地に緑が比較的

残っている印象がある。見沼など特別な

地域だけでなく、そうした市街地の環境を

守ることも大事なので、最後の１項目を独

立させて別項目をあげてはどうか？

2-13 ①子育てのしやすい都市づくりの項目で

は、家庭の子育て支援、保育などに重点が

置かれ、義務教育は中高一貫校のことの

みが書かれている

波及効果等を考えると、小中学校教育の

充実が極めて重要。中高一貫校のことよ

りも、もっと広く市全体の小中学校教育の

充実をはかることが重要と思われる。

業務分担などを明確にし

ない成果主義は効果が

薄い。

長野県は、入札改革で

大幅コストダウンを達成

している。

VEに関しては、トヨタが

関与した中部国際空港

建設では総事業費が当

初見込みの7680億円が

約１割安くなったという。

注記：グレーの文字部分は、前回（第５回部会／５月29日）で提出した文書とほぼ同じ趣旨だが修正案に反映されていない項目を示す
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章・節

環境負荷の少ない太陽光発電などの活用

に努めます

頁 原文箇所 疑問点 注記

1-1-5 3-1-4

第３部

太陽光発電は、現在の技術ではLCCから

みて本当に環境負荷が小さいかどうかは

微妙。むしろ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。

「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などの整備

を進めます」というようにしてはどうか？

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しては？

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 より若い人々の起業支援などにその知識

を活用できないか？

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

さいたま市総合振興計画・基本計画たたき台修正案について 2003 年７月３日 審議委員：大工原潤

1-1-2 3-1-3 環境学習の推進の例として、「学校緑化コ

ンクール」があげられている。

詳細な事業の評価が必要だが、ホタル飼

育事業（2001年で約107万円）の方が、緑

化コンクール（2001年150万円）よりも教育

的効果は高くないか？予算が足りないな

らば、勇気をもってやめることも必要

医療の充実がかかげられている。2-5 3-2-11 医療コスト増大の回避の為、例えば証拠

に基づいた医療（ E v i d e n c e  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、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）を検討してはどうか。

近年、話題になっている緊急時の小児科

医の充実が最大の「子育て支援」策では

ないか？

市民意識調査で「地区のまちづくりの重

点」項目とする意見が最多だった「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

ドイツでは、断熱条例が

あり、一定の断熱性能を

もっていないと建築確認

がおりない。

男女共同参画にも関係

注記：グレーの文字部分は、前回（第５回部会／５月29日）で提出した文書とほぼ同じ趣旨だが修正案に反映されていない項目を示す
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章・節 頁 原文箇所 疑問点 注記

第３部

現況と課題では、画一化への反省、教育

環境の改善と教職員の資質向上、特色あ

る学校作り、中高一貫教育の導入、地域と

の連携が書かれている

3-1 3-3-2 教師が生徒にじっくりと向き合うゆとりをつ

くること、情報社会の進展でリテラシーが

重要であること、不況による就職難が学

びの意欲低下や荒れの要因となっている

ことへの視点の導入が必要ではないか？

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

2001年のデータでは、45

～54歳男性の失業率が

3.6％に対して、15～24歳

男性の失業率は12.4％

に達している。この若年

層の失業率の多さは、新

卒採用抑制の結果であ

り、それを目の当たりにし

ている学生が学びへの

インセンティブを失する

ことは責められない。

（『仕事のなかの曖昧な

不安』玄田有史著のデー

タ・論理による）

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。

3-1-3 3-3-3 中高一貫教育については、個人的には批

判的だが、もしかなり進んでいて中止が

不可能であるならば、その状況を監視し

て、失敗が分かった時には勇気をもって

撤退することも必要。

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。

文教都市のイメージ、県立の芸術文化機

能の充実などをふまえ、芸術・文化教育も

いれてはどうか？

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？細かく書けないので

あれば、例えば、「ゆとりをもって生徒に接

することができるような制度の導入をはか

る」程度でもいいのだが。

参考：高知県、足立区で

実施。原山中学でも、生

徒にアンケートをとって

生かしているという。

さいたま市総合振興計画・基本計画たたき台修正案について 2003 年７月３日 審議委員：大工原潤

注記：グレーの文字部分は、前回（第５回部会／５月29日）で提出した文書とほぼ同じ趣旨だが修正案に反映されていない項目を示す
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章・節 頁 原文箇所 疑問点 注記

第３部

「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。

メディアリテラシー的な考え方は、４章５節

の(1)＜3-4-11＞において「情報活用能

力」とあるが、もう一歩踏み込んで「批判

的活用能力」としたい

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。下手な教育講演会など

を実施するよりも、そうした実態を十分に

知らせる方策が必要。そして、そうした実

態を反映し、現場の声を受けた政策立案

が要請される

また、学校評議会制度などでもそうだが、

教育問題については、実際のデータ・資

料に即した実証的な議論よりも、過去の

記憶の美化や思いつきなどでの発言が

でやすい。評議委員が最低限の歴史的・

社会的な実証データをまず知っておける

ようなテキストを作成してはどうか？

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）

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）

総合的な学習などで地域の教育力を生

かせるような、常設の総合学習支援セン

ター（例えば環境に関するNPOが一定の

定まった時間に勤務していて学習のヒン

トを教えてくれるなどする）を設けてはどう

か？

原山中学で現場教師より

でた要望

さいたま市総合振興計画・基本計画たたき台修正案について 2003 年７月３日 審議委員：大工原潤

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

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

注記：グレーの文字部分は、前回（第５回部会／５月29日）で提出した文書とほぼ同じ趣旨だが修正案に反映されていない項目を示す
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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）

原山中学でのヒヤリング

でも、「本当に来てほしい

人は講演会などにこな

い」という。木崎小学校で

は、PTAの「役割」として

講演会への出席が義務

づけられている

「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）

また、フリーター層やOJTされなくなってき

ている若年正社員層の能力開発に寄与

する政策は考えられないか。

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）の施設や機能（事業企画立

案能力）を積極的に活用し、共同事業な

どを考えたい。

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。

前々ページで言及した

『仕事の曖昧な不安』に

記載されている実証研

究によると、若者の意識

の問題はむしろ結果とい

う論理となっている。

さいたま市総合振興計画・基本計画たたき台修正案について 2003 年７月３日 審議委員：大工原潤

学習環境の充実の項で、「本市の文化資

源などを生かした」とある

ここでは、市有の資源だけでなく、県有・

民間の資源も含めて「本市にある文化資

源」としてはどうか？

青少年健全育成のリーダー養成など 実効性はどれくらいあるのだろうか？

3-3 「観る」スポーツやスポーツ交流の振興を

諮ることが必要です。

少し引いて「必要とされています」ではど

うか？

3-3-6

政令指定都市記念の美

術イベントの内容をみる

と、その企画力には疑問

符をつけざるを得ない

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

注記：グレーの文字部分は、前回（第５回部会／５月29日）で提出した文書とほぼ同じ趣旨だが修正案に反映されていない項目を示す
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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。

具体的な施策でも、女性や中高年中心の

書き方になっている。

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。

防犯で意識啓発と防犯活動があげられて

いる

6-2-1 3-6-5 対症療法的施策には限界があるので、犯

罪発生率と密接な関係のある若年層の

失業率低下策を考えたい

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？特に、学

校教育の場でのジェンダーフリー教育は

重要である。

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）

ただ、第２部第１章第１節(1)（2-2）におい

て、「電子会議室の開設など」とあるので、

ある程度は書込んでもいいように思う。
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「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、SOAPなどのWeb

サービス機能を使わずに同一サーバを

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。

前述の若年層の失業率

を勘案すべき

6-3-2 3-6-8 下水道の整備として、公共下水道の話だ

けが書かれている

１章１節の６では、生活排水対策の推進と

して、合併処理浄化槽の設置促進があ

げられているので、ここでも合併槽のこと

も記してはどうか？

電子会議室機能は、よほ

ど人気が集中しない限

り、CPU資源はさほどいら

ないが、むしろ人的な手

間が大きいことに留意が

必要。

山梨県は、SOAP技術を

用いたWebサイトを立ち

上げ、県内のいくつかの

市町村とデータのやりとり

をしている。

木崎小学校、原山中学

校 で は 男 優 先 名 簿 と

なっている。

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

注記：グレーの文字部分は、前回（第５回部会／５月29日）で提出した文書とほぼ同じ趣旨だが修正案に反映されていない項目を示す
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いわゆる三位一体改革において、国からの補助金が２割程度削減されるということが一応、

定められた。そのため、比較的国庫補助金に頼らない自治体である＊１とはいえ、さいたま市

の財政状況は、今後、さらに厳しさが増すと考えられる。

そのため、基本計画を実施計画に移すにあたっては、総花的に全てを実施することはできな

くなる。行政と市民との協働を重視するという基本構想のもとにある思想を生かすのであれ

ば、そして基本計画自体にも第２部第１章第１節などで、「政策形成段階における協働を推進」

とあるのだから、実施計画は行政が考えると決めつけるのではなく、基本計画策定の時に、

ある程度は優先順位の方向性を考えておいてもいいのではないだろうか。

特に、総合振興計画より下位の個別計画においては、分野を横断的に考えることは原理的

に不可能であることを勘案すると、分野の縦割りにこだわらず重点目標を考える機会として、

本審議会が貴重な機会であると考える。

基本計画に書込むことが技術的に難しいのであれば、実施計画策定の参考となるべく、本

審議会の議事録できちんと確認するというような形はとれないだろうか。

さて、ここで、教育・文化・スポーツ分野での優先順位について考えて見る。

もちろん、学校教育、生涯学習、生涯スポーツ、文化行政の全分野にバランスよく予算を配分

できれば、それにこしたことはないが、予算が限られて来た場合に、全ての分野で等しくマイ

ナスシーリングするのではなく、優先順位を考えておく必要があるように思う。

行政が行なうべきこととしては、やはり公共財の提供が基本となろう。そういう意味で、各分野

について検討すると、大まかには次のようになる。

分野名 排除不能性 非排他性 所得分配機能 外部経済性

学校教育 × ○ ○＊２ ◎

生涯学習 × ○ △ ○

生涯スポーツ × △ △ ○＊３

文化行政 × △ △ ○

よって、学校教育分野に対しては、予算配分において重点配分し、一律マイナスシーリング

すべきではないといえる。

*１2003年度の国庫補助金は約141億（う

ち土木費が約91億円）、国庫負担金が

約189億円で、合わせても総歳入の約

14％

＊３ただし、生涯スポーツのうち、観戦など

は商業的な意味での波及効果は期待

できるので、産業振興策としては検討に

値する。

＊２ただし、いわゆる新自由主義的教育の

場合はむしろ選別機能が高くなる。


