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大井総合支 所の再整備について
平成２２年 １１月２３日(祝)・午前 １０ 時〜１ １時 ３７ 分
大井総合支 所第２庁舎第１・２会議 室
１６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:施 設に片 寄りがあると 市民 生活は やりず らい 。自 転車 で行け る距 離の施
設が良 い。移 動図書館 も良い ので は。サ ービスを低下させ ずに コスト 削
減する のは難しいだ ろうが 、消 防本 部が 来ることを議員が 賛成 してい る
から住 民が納得して いると 思う のは間違い。
市 長:市 民すべ ての代表が議 員と は思っ ていま せん が、市民 目線で 判断 したい
と思います。消防組合は 10 月 15 日頃 まで に返事 がほ しい とい うことで
したが、ギ リギ リの時間の 中で 決めなければなりません。
参加者:子 育ての 上で児童セン ター ができ るのは 良い と思 うが 、現実 の保 育所の
問題として 、財政難で民営 化の 話が ある。消防の 関係 で臨 時に 収入があ
るなら児童 セン ターの話よ り、無事に 預け られる 環境 とし て保 育所の方
にお金を充 てて はどうか。
市

長 :無認 可 保 育 所 に も 補 助を して 公 立 と同 じ ぐ ら い で 利 用 でき る 様 にして
います。保育所の民営化は 国の 方針 もあります 。所 得に応 じた 保育 料で
すが、１人あたり年間二百 万円 近く かかり、利 用し ていな い人 の税 金も
投入してい ます。子育て支 援を 推進 したいが、国の 子ども 手当 ても 地方
負担があり 、優先順位を付 けな けれ ばなりませ ん。障がい者、お年 寄り
からも要望 があ ります。

参加者:施 設拡充 よりも三角小 学校 などの 大規模 改修 を優 先す べきで はな いか 。
支 所はプ レハブでも良 いと 思う。プールもチケッ トだ と水上 公園 では親
がついて行 かな くてはなら ない ので、３校 に１校 くら いは 学校 プールを
開放できな いか 。プール跡 地に 庁舎を建設しても良いのでは。
市 長:学 校の大 規模改修の計 画は 見直し ており 、三角小 学校 は早く にや らなけ
ればと 思っています 。東台小学 校は 40 億円以上かけて新設し ましたが、
国の補 助があるので 30 年以上 用途 変更 ができません。生 徒も 減少し て
いるの に、新設して 良かっ たの か疑問です。
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また、大井プールの土地は、市有地 と民地があって複雑な権利 形態です 。
学 校のプ ール開放は 、今 年の夏 に 実施し たか った ですが 、プー ル事 故以
来、職 員も慎重にな っているの で十 分な 安全策をとって来 年度 から実 施
したい と思います。
参加者:ヤ マハの 跡地は消防本 部と して検 討しな いの か。
市 長:ヤ マハは ３年かけて撤 退す るので 時間的 に間 に合 いま せん。公共 ゾーン
の中と いうことで、消 防から 提案 が来た と思っています 。市役 所と消 防
が一体 の所はかなり ありま す。
参加者:子 どもが 自由に利用で きる 児童館 が欲し い。文京 学院 の大学 生も 一緒に
文化活 動などができ るよう 、民 間活力を導入してはどうか。
市 長:東 側には フクトピア内 に児 童セン ターが ある ので 、西 側地域 にも 必要と
思って います。
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