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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 １２月１８日(土)・午後 ３時 〜４時 ４０ 分
大井総合支 所 第２庁舎３階 第１ 、２ 、３会 議室
９０名
市長、副市 長、総合政策部長、秘書 広報 課長

(開会 ・市 長あいさつ

省 略)

※ 以下は 主な質 疑で す。

参加 者 ：消 防が まった く無い 地区もあ る。消防 があ るメ リットと デメ リット が
あると 思うが、まず そのへんを明確 に示 して欲 しい 。
市 長 ：指 令台 は本部 庁舎に 置きたい というこ とが あり ます。消 防で 策定し た
適正配 置計画の中 では、本 部 庁舎を この 場所 に置くこ とに より 、５署
体制が とれるとい うメリッ ト をうた って いま す。合併 以前 には 、本部
機能を 富士見市に もってい こ うとす る話 が持 ち上がっ たが 、そ の時も
旧大井 町の議員さ んたちが 反 対した とい う経 緯があり ます 。今 回の話
は、５ 署体制によ る効率的 な 運営を 図る ため の考えで す。 ふじ み野市
にその 旨依頼があ り、議会 サ イドで 検討 して もらった 上で 出し ている
話です 。２市１町 で負担し て いる負 担金 につ いては、 本部 庁舎 の建設
費も敷 地の取得費 用も入っ て います ので 、そ れぞれの 負担 を確 保しつ
つ、ふ じみ野市の 負担を軽 減 できる メリ ット もあるは ずで す。 この地
域については、民 地と接しな がら 区画 整理をした とい う経緯も踏まえ 、
活用しながらメリッ トとし ても 活か して いきた いと 考え ています。
参加 者 ：肝 心か なめの 支所の 窓口サー ビスにつ いて のビ ジョンが 示さ れてい な
いが、どう考えてい るのか 。
市 長 ：複 合施 設とな った場 合につい ての児童 セン ター 機能は、 この 話が無 く
とも考 えていたこ とです。 前 市長も 私も 住民 の皆さん に不 便な 思いを
させる ためにやっ てきた訳 で はあり ませ ん。 合併の効 果を 出す ために
このよ うな状況に なってし ま い、結 果、 支所 で処理で きな いも のが増
えてし まった訳で すが、こ の 状況を 少し でも 改善する ため 、現 在、該
当部署 において事 務の洗い 出 し作業 を行 って います。 今の シス テムの
中でも 対応できる もの、コ ン ピュー タシ ステ ムを変更 しな けれ ば対応
できな いものの調 査をかけ て いる最 中で す。 そんな中 でも 、と にかく
できる ものから改 善してい こ うとい うこ とで 、この１ ２月 から 支所に
おいて 相談業務を スタート さ せまし た。 今は 、直近と いう こと で、来
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年４月から改善でき ること をと にか く調 査して いま す。
ビジョ ンとしては、合併前よりも住民生活が良 くな ることです 。
参加 者 ：タ ウン ミーテ ィング でも、問 題が山積 して いた 。その問 題・ 課題を 解
決して いく具体的 なスケジ ュ ールを 示し て欲 しい。例 の市 民検 討会議
もたっ た２回開か れただけ で ストッ プし てい る。市民 検討 会議 との関
連はど うなってい るのか。 と にかく スケ ジュ ールを明 確に 。財 政が逼
迫して いるのは理 解してい る し、大 変な のも 解ってい るが 、こ のプロ
ジェク トはどのく らいの借 金 が必要 にな るの か、しっ かり と出 して欲
しい。
そ れか ら、今 回のこ の集まり について 自治 会を 通じて知 らせ たとい う
話だっ たが、 ４割は 自治 会に入っ てい ないの だ から 、その 人 たち には
この会 につい て知ら せが 行ってい ない 状況で あ る。 そうい う こと にも
っと細 かな配慮が必 要ではないか。
それと 、スライドをやるのなら資料ぐらい提供 して もらいたい 。
市 長 ：市 民検 討会議 の中で もさまざ まなご意 見が あり ましたが 、８ 月に消 防
から話 があり、本 当に限ら れ た時間 の中 だっ たのです が、 情報 が錯綜
したり 、支所が無 くなって し まうと いう 誤っ た情報が 流れ たり してい
た部分 を払拭する 意味でも 、 とにか くこ の地 域を取り 巻く 自治 会の皆
さんに はいち早く お話をさ せ てもら った 訳で す。この 話に つい ては支
所西側 の民地の活 用という 大 変デリ ケー トな 問題も絡 んで いた ので、
情報の 伝達方法に ついて大 変 難しか った 点が ありまし た。 そん な中で
の市民 検討会議と いう事で 、 急を要 する こと も重なり ２回 の会 議とい
うこと になってし まいまし た 。市民 感情 がい ろいろ交 錯す る中 、限ら
れた時間で検討しな ければ なら ない 難し さが本 当に あり ました。
ま た、資料の話で すが、紙ベ ースで資 料に した ことによ る弊 害も こ ち
らとし ては懸念し たことが あ ります 。変 に誤 解が生ま れて はな らない
という 心配があり ましたが 、 資料提 供の ご提 案につき まし ては 、今後
改善していきたいと 思いま す。
そ れから財政の話 であります が、経常 収支 比率 は依然と して 良く な い
状況の 中でも、人 件費や事 務 費の削 減に より 合併当初 の頃 に比 べれば
改善さ れてきてい ます。し か し、こ れか ら健 康福祉や 医療 の関 係で膨
大な予 算が必要に なります 。 高齢化 率も ２０ ．８パー セン トと いう状
況から 、生産年齢 人口を少 し でも増 やし たい と考え、 子育 て支 援策を
全面に 出したくて も財源不 足 がネッ クと なっ ています 。国 保制 度のあ
り方に ついても、 国の動き を 待って はい られ ない状況 です 。こ のよう
にすべ てを並行し て進めて い かなけ れば なら ない状況 下に おい ても、
できる ことから始 めたいと い う思い で取 り組 んでおり 、併 せて 明確な
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スケジュールも早い 内にお 示し して いき たいと 思い ます 。
参加 者 ：こ の１ ２月６ 日付け で入間東 部消防本 部へ 依頼 に対する 了解 文を出 し
たとい う話が流れ ているが 本 当か。 確か この 場所で１ ２月 １日 に行っ
た会議 では反対者 がかなり い たはず 。そ れな のになぜ その よう なこと
になる のかわから ない。３ ５ ヘクタ ール に及 ぶ地権者 の同 意に より開
発した 、このシビ ックコア ゾ ーンと いう 理念 があった のに 、非 常に心
外だ。
市 長 ：こ の地 域が５ 署体制 を図る意 味で最も 適し てい るという 見解 を出し た
のは、 消防が適正 配置計画 と して調 査を した 結果であ りま す。 このこ
とによ り、ふじみ 野市が依 頼 を受け その 後、 議会への 検討 を依 頼し、
検討結 果により西 側の民地 を 可能な 限り 活用 するよう にと の条 件付け
がされ ていたので 、その条 件 やその 他も ろも ろの条件 を付 した うえで
承諾を しました。 この条件 に ついて は、 今後 、実務者 会議 でつ めてい
こうと いう段階で す。この 間 におい ても 、こ ちらの支 所の 仮設 庁舎建
設に係る費用等につ いて、議会 には かり議決を いただきました。当時、
区画整 理でまちの ために一 生 懸命や って いた だいたこ とに 対し まして
は敬意 を表します が、消防 も 大切な 行政 の一 つであり ます 。一 つの行
政で消 防を運営し ていると こ ろも数 多く ある のです。 この 話は 必ず将
来において、市民 の皆さんの 利益 に繋 がるものと 確信 していますので 、
どうかご理解いただ きたい と思 いま す。
参加者：土地の評 価はどうなっているの か。固定資産 税を 償還 してく れる のか 。
私は猛 反対する。
市 長 ：評 価が 下がる とは思 っていま せん。今 ここ で固 定資産税 の話 まで及 ぶ
と難しいですが、施 設につ いて は、 必ず 市民の ため にな るはずです 。
参加 者 ：住 民の 財産を 売る前 に住民の 意思を聞 いて から 進めるの は当 然のこ と
だ。タ ウンミーテ ィングの 時 でも話 はで きた はず。高 畑市 長が 誕生し
て１年 になるが、 こんなこ と をやっ てい たの なら、ま た大 井だ 上福岡
だとい うことにな ってしま う 。町会 長た ちが 白紙撤回 を求 めた のにそ
れに対 する答えは どうなっ て いるの か。 この 会の内容 もや るご とに説
明が変 わる。議員 たちが了 承 したと しき りに 言うが、 その へん も大変
不思議 である。う まく取り 込 んでい るの では ないか。 それ と、 １２月
に出た 話は検討し たのか。 交 通事情 が非 常に 悪いこの 地域 に、 消防署
などつくれる訳がな い。
市 長 ：パ ブリ ックコ メント や計画づ くりに関 して の説 明会開催 は、 行政運 営
手法の 一つです。 そういっ た 中で今 回タ ウン ミーティ ング とい う事業
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を実施 したが、あ の時には こ の話は まだ 無い 状態でし たし 、議 会をま
とめた 訳ではあり ません。 議 会が反 対し てい るのに市 民の 皆さ んに意
見をも とめる訳に はいかな い ので、 まず は議 会での検 討を お願 いしま
した。 議会の同意 が得られ て から市 民の 皆さ んにご意 見を 伺う のが通
例です 。限られた 中で、ま ず は西側 地域 の町 会長さん たち にと いうこ
とで話 をさせても らいまし た が、か なり 強い 反対意見 をい ただ きまし
た。今日も 昼と夜、２回に分 けて ご意 見を伺うこ とに なっていますし 、
土曜日 や日曜日に 各種団体 の 皆さん の元 に伺 う機会が あり ます が、そ
の時に も折に触れ この話を さ せてい ただ いて います。 説明 させ ていた
だいた 人数にする とかなり な 人数に のぼ って います。 説明 につ きまし
ては、 その都度解 りやすさ を 念頭に 改善 を図 りながら 実施 して いるの
で、若干の変更はあ ったか と思 いま す。
１２月 １日に出た 話の検討 と いうこ とで した が、苗間 の増 改築 につき
まして は、早急な 問題に対 処 するた めの 土地 の確保が 難し いと いうこ
とと、 聖路加病院 の土地の 問 題もい ち早 く５ ，０００ ㎡の 土地 を確保
しなけ ればならな い中では 現 実的で はあ りま せん。こ の話 を断 ってし
まい消 えて無くな ってしま う リスク の方 が大 きいと考 えま した 。この
先必ず 、市民の皆 さんの利 益 に繋が ると いう 確信の中 、少 々皆 さんの
批判を 受けてもこ の話は進 め る意義 があ ると 思ってい ます 。そ れと、
限られ た財源なの で受益者 負 担など をお 願い しなけれ ばな らな い状況
におい て、血税を 上手に運 用 してい くに は行 政経費を 削減 して いかな
ければなりません。
参加 者 ：８ 月に 依頼を してき て１０月 中旬まで に返 事が 欲しいと いう のは、 通
常我々 の感覚から すると考 え られな い。 期間 的に短か すぎ る話 だ。も
う少し 時間をかけ て協議が し たいと 申し 入れ できない のか 。消 防署の
老朽化 だって分か りきって い たこと なの にお かしい。 消防 から も説明
をもら いたい。１ ヶ月半で 結 果を出 せと いう のなら、 それ なり の説明
をするのが当然だ。議論をす るの に適 切な期間と いう のがあるだろう 。
市 長 ：１ ０月 １５日 に返事 をくれと 言われた 訳で はあ りません 。で きるだ け
早い時期に返事が欲 しいと いう 話で した。私も消 防管 理者の一人です 。
今、住 んでいると ころを明 け 渡すと いう こと とか、別 組織 に渡 すとい
うこと ではないの です。消 防 署がこ の土 地を 購入する 費用 は、 当然の
ことな がらふじみ 野市も負 担 するの です 。す べて同じ 組織 の中 の話で
す。限 られた時間 の中で断 る なら断 ると いう 選択肢も あっ たの で、議
会の方 へ検討をお 願いした 結 果、こ の話 は受 けた方が 住民 の利 益に繋
がると いう判断で ありまし た 。です が、 本当 はもう少 し、 可能 な限り
検討する期間が欲し かった とい うの が本 音です 。
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参加 者 ：も う決 まりま したか らという 中での今 日の 説明 会。そし てこ のテー マ
もう少 し素直 になっ ても らって、 市長 のやり た いこ とを私 た ちに 本音
で訴え て欲し い。土 地の 問題は民 地な ども絡 み 難し かった と 思う が、
もっと 地元への周知 を徹底的に行っ ても らいた い。
市 長 ：今 回の ような テーマ はめった にある訳 では ない と思いま す。 各種団 体
の方々 とは、いろ いろなテ ー マでお 話を する 場を設け てい るつ もりで
す。こ の外、パブ リックコ メ ントや 市政 への 提案等も いた だい ていま
すが、 今回のこと は本当に レ アケー スで 、そ の中で感 情論 的な 部分も
入り交 じりこのよ うな状況 に なって しま いま した。今 後、 この 指令台
の更新 事業ほど緊 急を要す る ケース は無 いと 思います が、 基本 的には
皆さんのご意見を伺 いなが ら市 政を 進め ていき たい と考 えています 。
そ れから、公共施 設適正配置 計画を発 表し たこ とにより 、大 井中 央 公
民館が 無くなって しまうと い う噂が 流れ てい るのを耳 にし 、驚 いてい
ます。 このことに ついては 、 まった く今 現在 、決定し てい るこ とでは
ありま せんので、 どうぞこ の 点につ いて はご 理解いた だき ます ようお
願いします。
参加 者 ：白 紙撤 回を要 求した 町会長た ちには、 承諾 した ことを伝 える べきで は
ないか。議員の方々 もまっ たく 何を 考え ている のか わか らない。
市 長 ：消 防に 関して は、２ ０年来何 も手をつ けず 放置 してきた こと 事態、 ま
ったく おかしな話 だと思っ て います が、 今回 の話は消 防庁 舎に 関わる
大きな 話であり、 限られた 時 間で結 論を 出さ ざるを得 ない 状況 であっ
たからこそ、議会に お諮り し決 定を しま した。
た だ、今回進めよ うとしてい る話は、 住民 の皆 さんに満 足を して い た
だくた めのワンス テップに す ぎない と思 って います。 議会 で決 めたか
らいい んだという 話では無 い ことも 分か って います。 今後 、少 しでも
この地 域を良くし ていきた い という のが 私の 思いであ り、 何と か西側
を発展させていきた いと考 えて いま す。
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