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ふじみ野市
大井総合支 所の再整備について
平成２２年 １１月２４日(水)・午後 ８時 〜９時 ３０ 分
大井中央公 民館・大会議室
２５名
市長、副市 長、総合政策部長、秘書 広報 課長

(市長 あい さつ・市長説明

省 略)

※以 下は主 な質 疑で す。

参加者:消 防本部 の整備はいつ 頃か 。
市 長:返 事を待 ってもらって いる 状況で す。消防 組合 とし て、少し でも 早く整
備したいと いう ことです。
参加者:消 防本部 や大井分署の 土地 は将来 的にど うな るの か。
市 長:消 防組合 が売却するこ とに なると 思いま す。
参加者:こ の説明 会は消防団の 了解 を得よ うとい う主 旨か 。
市 長:了 解をも らうものでは あり ません 。議会 の了 解を もら います 。
参加者:支 所が縮 小になるとい う話 が先行 してい て不 安が ある 。敷地 が狭 くなる
のであれば 、高 層にするな どし て対応すれば住民も納得すると思うが。
市 長:建 物の大 きさとしては 、西側地域 の方が納得でき るも のが良 いと 思いま
す。支 所の耐震工事 や大規 模改 修を実施すると８億円以上が 予想され、
教育委 員会と建設部 門を配 置し ているため、本 庁と の移動コストが 年間
４千万 円、５ 年間で２ 億円に 上り ます。こうした無駄を無 くし たいと 思
います 。残り ５年間の 合併特 例債 を使用 し、低下している 支所 の機能 を
上げる べきです。やる べき事 をや らない と、負の遺産を残 すこ とにな り
ます 。ゴミ処 理施設も 今やら ない と将来 できなくなりま す 。支 所の再 整
備にあ たって複合施 設にす る場 合、中に 何を入れるかは時 間を かけて 良
いと思 います。市民 が満足 する 施設にしたいです。
参加者:会 社のグ ラウンドとか 、ほ かに適 当な土 地は なか った のか。
市 長:消 防組合 からは、指令台 の更新 と いうこ とで 、限ら れた時間の 中で 市に
依頼が あったもので す。
参加者:教 育委員 会の建物はど うす るのか 。
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長:使 った方 が良いか、最 終判 断して いませ ん。 有益 な方 法を考 えま す。

参加者:上 福岡庁 舎の建て替え はい つ頃か 。大井第３分団 の車 庫が新 消防 本部の
目の前 になるが、団員が集まら ない ので、消防団を減らす方向 はどうか 。
市 長:耐 震診断 の結果待ちで す。消防 団 に新人 が入 らず 、富士見市は 減ら しま
したが 、いざ という時 に必要 と思 います 。運営に関しては 団の 意見が 重
要と思 います。
参加者:移 動コス トの４千万円 とは 。
市 長:移 動時間 は職員が執務 でき ないの で、その人件費 と自 動車に 係る 経費な
どです 。
参加者:職 員を採 用しないとい うの は賛同 できな い。 空洞 化す るので は。
市 長:経 験者採 用など年齢制 限も 設定で きるの で空 洞化 は避 けられ ます 。
参加者:反 対者が 増えたり、隣接 地を買 え なかっ た時 は、支 所の整備案 が変 わる
可能性 は。
市 長:市 民に利 益のあること と説 明して います 。今選 択し なか った時 は、後悔
するこ とになると思 います 。議員 の意見 も一致していま す 。旧 大井町 の
議員も 頑張ってくれ と言っ てい ます。
参加者:市 の職員 は、どのくら い理 解して いるの か。
市 長:熟 知して いません。職 員に も理解 しても らお うと 思っ ていま す。
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