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ふれあい座談会

ふじみ野市
大井総合支 所の再整備について
平成２３年 １月２２日(土)・午後３ 時〜 ４時４ ０分
大井総合支 所 第２庁舎３階 第１ 、２ 会議室
７５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 ：西 地域 の町会 連合会 としては 、なぜ消 防が ここ に来るの かが 理解で き
なかっ たが、 先日の 町会 自治会連 合会 の新年 の 集ま りの際 に 、市 長は
「村上 会長ほか役員 の皆さまにこの 件に ついて 了解 を得 た」と言った。
それが 本当だ とした ら、 わたし達 が異 議を申 し 立て たこと は 、時 系列
的にお かしなことに なると思い、村上さ んに確 認し たと ころ、
「白紙 撤
回は無 理とい う話は 受け たがこち らと して了 解 した という 内 容で はな
かった 」との こと。 市長 は一体何 を根 拠に「 了 解を 得た」 と 言っ たの
か。
市 長 ：ご 了解 いただ いたと いう認識 は今現在 もあ りま せん。そ の時 に申し 上
げたの は、ご 理解、 ご協 力をいた だい ている と いう ことを 述 べた つも
りでし た。言 葉足ら ずで 申し訳な かっ たと思 っ てい ます。 そ の時 には
「やる のなら良くし てくれ」という こと で承ら せて いた だき ました。
参加者：一昨日の 市民検討会議でも 、町会 からは白紙 撤回 を求 められ てい るが 、
正副会 長にはご理解 いただ いて いると言っていた。こういう発言が 非常
に誤解 を生んでいる 。
市 長:ご 指摘に ついては貴重 なご 意見と して受 け取 らせ てい ただき ます が、ご
理解と いう言葉は使 ってい ない と思います。白 紙撤 回を求められて い た
が、その後 議会で検討していただき、条 件付きで の回答が出たので、そ
の結果 をご報告する 主旨で 市役 所にお越しいただきました。
参加者 :西地 域 の 連 絡 会 議 で は住 民の 意 見 を吸 い 上 げ よ う と い うこ と で 活動し
ている 。住民 主体とい う観点 でや ってい る。市長も住民主 体と 言いな が
ら、１２月１ 日に実施 した座 談会 の時に は、もう既に議会 が賛 成して い
るのだ からいいだろ うとい う考 えでいたのだろう。１２月１日に誠 意を
持って これから取り 組んで 行く と言っときながら、１２月３日には 相手
に返事 をしている。住 民主体 と言 いなが ら現実は全然違 う 。市 長のま ち
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づくり ビジョンは分 かるが 、やっ ている 行動は全然まっ たく 違う 。自 分
の中で 、どうしても 理解で きな い。
長:１ ０月１ ５日頃を目途 に返 事をく れとい う、あま りに も検討 期日 が短い
ところを何とか 延ばしてもらおうと いう ことでやっ てき まし たが、決断
す る 時 期 を 誤っ てし ま うと たく さ ん の デ メリ ッ ト が 生じ て し ま うと い
う懸念がありま した。３日 の返 事に つい ては、１２ 月議会 に決 まら なけ
れば次は３月に なってしまいますの で、そ のリミ ット とい うこ とで決断
に至りました。

参加者:ス ケジュ ール的にはそ うで しょう 。流れ はそ うかもしれない 。だが、そ
れは市 民主体ではな い。１２ 月１ 日の座 談会の時に、決断 する という 腹
でいた んだろう。それならば、そう 言っ てくれれ ば良かった。本音を 言
ってく れないからわ だかま りが できている。
市 長:議 会から もらった答え は、西側民 地を活用すると いう 条件付 きだ ったの
で、そ れを消防組合に伝え たと いう 状況 です。消防 組合が その 条件 をど
う判断するのか という部分もありま した 。自分 自身 の考え とし ては 、１
２月１日以前か らそうしたいという 思い はありまし た。
参加者 :大井 総 合 支 所 の 再 編 と消 防署 の 問 題は 、 ど こ を ど う 考 えて も 繋 がらな
い。消 防のもろもろの問題 は理 解し てい るし、総合 支所の 耐震 問題 や合
併したことによ る重複した施設の問 題な ど、どれ もこ れも 理解 はし てい
る。だから今日の説明の 内容 につ いても 前半は 賛成 。だけど、そ こにい
きなり消防の話 が入ってきた 。順 番が逆 。まずは、総 合支 所の 整備 のた
めにどれだけの 土地が必要なのかを 検討 した上で、そ の後 に消 防の 話が
出てくるべき。余剰が出 ても 即、消防へと いうことじゃな くて 、先 々の
ためにとってお く方法だってある。そ れら の中の 選択 肢の 一つ が消防と
いうことなら理 解できる。そう なっ た時 に、次 は住 民に説 明を して コン
センサスを得る というのがきちっと した 手順だ。だ から、一回 リセ ット
して一からみん なで考えましょうと いう のが私たち の主 張だ 。
市 長 :指令 台 の こ と が 出 て きた 時に 支 所 の窓 口 機 能 の 充 実 に つい て は 既に考
えていたが、支所の建て直 しに つい ての 構想は あり ませ んで した。高齢
化 が 進 む 中 で両 庁舎 を 潰し て中 心 部 に 新 庁舎 を 造 れ るほ ど の 財 政的 余
裕はありません。１４０億ほどの 税収 で３ ２０億 もの 予算 を立 てようと
しています。持続可能なふ じみ 野市 にし ていく ため には、よそ に住 民が
流れていかない ふじみ野市にしなけ れば なりません。子育 て世 代に 何と
か住み着いても らわなければいけま せん。少しで も生 産年 齢人 口を増や
したいのです。これからの将来を 維持 して いくた めに 議会 も賛 同してい
ます。限られ た検討期間の中でご 理解 いた だくの に難 しい 部分 はありま
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したが、この計画は本当に 市民 の利 益に 繋がる こと なの で、ご 理解 いた
だきたいと思い ます。
参加者:こ の計画 を聞いて羨ま しく 思う 。すばら しい プラ ンだと思う 。自分 の地
域にも 欲しい 。これま で１０ 年間 も計画 が進まなかった のは 、近隣住 民
の反対 があったから なのか 。
市 長 :一部 事 務 組 合 を 編 成 して いる 中 で さま ざ ま な 問 題 や か けひ き が あった
ことが経緯です。今回の件は地域 的な エゴ などを 出し てい る場 合ではな
い中で話がまと まったということで す。
参加者:１ ２月１ 日の会議の時 に消 防署の 人が来 てい たと いう 話しと 、も う既に
消防からお金を もらっているという 話が 出ているが 実態 はど うなの か 。
市 長:消 防の経 験がある人は 参加 者とし て来て おら れま した が、消 防か らお金
などもらってい ません。
参加者:な ぜ、こ こでなければ だめ なのか 。
市 長:消 防行政 は２市１町で お金 を出し 合って 行っ てい るも のです 。そ の消防
の組織の中で、出動のし やす さ、距離的な 観点から、どこ の場 所に 置い
たら効果的で効 率的なのかについて 検証 して出した 結論 です 。
参加者:私 はすべ てこの説明会 に参 加して いる 。来 てみ ると 消防 の話ば かり 。地
域のみなさんは 本当にこの話を知ら ない。８月に 消防 から 話が あったら
まず住民に話す のが筋。議 員に 聞い ても 知らな いと いう。ここ はシ ビッ
クゾーンとして、地権者か らそ の当 時高 額で土 地を 購入 して いる。賛成
者などほとんど いないはず。それ をい けい けドン ドン で市 民目 線なんか
そっちのけ。消防署と子ど もの 施設 の複 合施設 など 例は ある のか。危な
くて子どもを遊 びに行かせることな どで きない。お金 が無 くて 土地 を売
りたいのならも っと違う方法がある だろ う。何も ここ の青 写真 がな いま
までは納得がい かない。
市 長:こ のこと を聞いて「知らない」という議員はおかしいと思います。議員
全員協 議会で説明も してい ます が、反対 意見はまったく出 てき ていま せ
ん。過 去においてこ の地域をつ くっ てき てくれた皆さんに は心 から感 謝
してい ます。売却とい うより は土 地の名 義が変わるだけ なの です 。消 防
組合か ら支払われる お金は ふじ み野市からも出ているし、負担金も 一番
出して いるのです。 よその 組織 に売り払うということではあ りません。
そして 、今回は消防 から依 頼が あったので支所の再整備が可 能ですが、
この話 が来なければ 建て替 えは できません。ご理解ださい。
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参加者:市 長を頼 っているから こう いう話 になっ てい る。地元 の方が 訴え ている
この声も議員に 伝えて解決策を考え ても らいたい。こ こに 来れ ば詳 しい
話も聞けるが、全体的にＰ Ｒの 方法 が下 手だと 思う 。地域 は苦 しん でい
る。業 務拡大以外にももっ と大 事な サー ビスが ある はず だ。広 報だ けで
なく、特版でも組んでもっ と情 報を 発信 するべ き。本庁周 辺で はこ んな
意見は出ない。 この地域の人たちの 心を 受け止めて もら いた い。
市 長:使 命は本 当に重いし大 きい と思っ ていま す。私自 身も 努力し て皆 さんの
声を受け止めて いきたい。
参加者:本 音をき ちんと話して 欲し い。そ の上で 「皆 さん 、協 力して くだ さい 」
と 言 え ば い い。 市長 は 行政 と議 会 と だ け では 決 め た くな い と 言 って い
た。市 民が主役という理念 を掲 げて いた が、こ の状 況では 市民 はエ キス
トラだ。主役と言うのな ら主 役と して立 てても らい たい 。それと、議員
にも後で確認す るが、議会と一致し た点 というのは 何か 。
市 長:基 本的に は厳しい財政 状況 の下 、ますま す高 齢化 が進む中で 、本庁 も支
所同様に老朽化 していますが、こ ちら のよ うな整 備の 話は まっ たく目処
が立っていませ ん。そんな状況で すが 消防 署との 関連 から こち らの支所
の整備に着手す るのは効果的な方法 だと いう認識だ と思 いま す。こ の話
は市民の利益に 必ず通じるものだと 信じ ています。
参加者:こ の話は 一過性の話だ 。これで一 時を凌いでも駄 目な んだか らみ んなで
我慢するしかな い。議員や 職員 の経 費も 削減し 、町 会費も 期間 限定 で削
減してもらって かまわない。ま ずは 我慢 が大事 。一 過性の 施策 では 乗り
切れないのだか ら。
市 長：こ の計 画を 実施し ても我慢 はして いただく必 要が ある と思っ てい ます 。
毎 年多額 な施設修繕費 を要 する中 で、新設した方 が有 効な場 合が あると
いう判 断で今 回はこ の決 断をしま した。「子ど も につ けをま わ さな い 」
という政策の中 で、今後、皆さん には 受益 者負担 をお 願い する ことも出
て く る と 思 いま す。 平 成２ ２年 度 は 行 政 経費 を 削 ら せて も ら い まし た
が、補助金などについて は削 れま せんで した 。これ から、子ども 手当や
感染症対策経費 など膨大な経費がか かる 中で、我 慢を して いか なけ れば
ならないという のは、私もまったく 同感 です。
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