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第13回 浦安市賢人会議議事録

１．開催日時 平成24年２月９日（木）10時～12時

２．開催場所 都市センターホテル704会議室

３．出 席 者 神野議長、鈴木委員、大日向委員、松崎市長

事務局 企画政策課長、秘書課長、企画政策課長補佐、行政経営室３名

４．会議の概要

(開 会）

①市長あいさつ

②議長あいさつ

③委員あいさつ

④議事：これからの自治体経営について

(１)「復興に向けた浦安市への提言」を踏まえた復旧・復興に向けた取り組みについて

(閉 会）

●市長あいさつ

市 長： 間もなく、東日本大震災が発生して１年が経過する。数日前に市議会の平成24年第１

回定例会招集を行ったが、予算編成で一番心配したのは、市税がどれだけ減収となるか

ということであった。

当初、減収については、17年前の阪神淡路大震災後の兵庫県芦屋市をモデルとして想

定した。芦屋市は震災の翌年、約50億円の減収となったと聞き、芦屋市の人口は浦安市

の半分であったので、人口規模に合わせれば倍の100億円の減収になるであろうと考え

ていた。日が経つにしたがい現実的なものが見えてきて、昨年10月には50億円程度の減

収、12月には40億円を切れるかもしれないという見通しになったが、結果として20億円

ほどの減収で済んだ。固定資産税の落ち込みはあったが、法人市民税がかなり盛り返し

てくれたことが大きい。

４月15日にライフラインの応急復旧は終わったものの、国土交通省、文部科学省の災

害査定が11月上旬までかかったため、本格復旧・復興には手がつけられずにいた。前回

の賢人会議で復興に向けた理念を打ち出していただき、それを基にさまざまな機関が動

き出している。一番大きいのが、中長期的な復興計画を検討する「復興計画検討委員会」、

そのほかにも市民のみなさん方が自発的に動き出している「ふるさと復興市民会議」と、
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こちらも３月に中間報告をいただくことになっている。

「復興元年」と位置づけた平成24年度であり、災害復旧事業の総額は約300億円と見

ている。かなりの額の地方債を発行しなければならないと考えていたが、国庫補助や負

担金、それから震災復興特別交付税等で、国から約220億円の支援を得られる見通し。

地方債は34億円程度で済みそうである。震災ではかなりのダメージは受けたが、これか

らの復興に向け、胸を張って希望を持っていこうと考えている。

数年前から国の新成長戦略の中のスマートシティ構想、これが昨年から動き出して、

30都市が手を挙げたうちの11都市が認定を受けたようである。その第２弾には、われわ

れも手を挙げようということで、新しい復興計画の中で位置づけた、産官学による「環

境共生都市コンソーシアム」の構想がある。特に住宅市場が大ダメージを受けているの

で、市のイメージアップ、これが即、住宅市場のイメージアップに直結すると考えるが

今回、大手のハウスメーカーがかなり入っているので、これから分譲する予定のエリア

で、まずモデル地区として新たな価値を創造することができないかと考えている。一つ

には、自然再生エネルギー。それから、トヨタホームはバックがトヨタ自動車であるの

で、新しく分譲するエリアを基点として、電気自動車が自由に行き交うまちに… と、

こういった新しいイメージアップ。

ただ、それだけではなくて、復興計画、復興会議の中でもさまざまな先生方から、や

はり希望を持てるのは、子育てしやすいまちであるとか、高齢者にやさしいまちである

とか、そういうところへもどんどん切り込んでいくべきという意見が出ているので、今

日はぜひ、委員のみなさんに大所高所からのご指導をいただければと思っている。

また、全国的に高齢化が進んでいる中、浦安市内では高齢化率の地域格差が極端に激

しい状況がある。町名で言うと、私の住む美浜三丁目では高齢化率が31％を超えている

が、一方で新町地区では0.89％というところもあって、その差は何と35倍にもなる。こ

れは今の浦安の大きな特徴と言えるところであるが、そういったことも踏まえ、新たに

地域分権なども視野に入れていきたい。

●議長あいさつ

議 長： 応急処置は４月に終わったが、国の災害査定が11月までかかってしまい、復興が少々

停滞していると。こういう市長のお話であったと思う。

阪神・淡路大震災が起きて２年８カ月後に、ヨーロッパのジャーナリストたちが、阪
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神・淡路大震災からの復興過程をめぐってシンポジウムを開催している。ヨーロッパの

ジャーナリストたちは「３年足らずで道も建物も街並みも復活している」と、復興の様

子に感動していた。フランスのジャーナリストは「フランスであれば10年はかかる」と。

しかしこの２年８カ月の間に、知事・市長・町長・村長を含めた各首長が、何百回とな

く中央政府に陳情に行っていて「これでは陳情復興である」と評された。デンマークで

は「８割５分自治」といわれており、そこのジャーナリストは、なぜその地域社会が「こ

うなりたい」と自分で決められないのか、なぜ中央に陳情に行かなければならないのか

理解できない。いわゆる「３割自治」といわれる日本の状況が「考えられない」と言っ

ていた。それを思い出すと、依然としてそこは変わっていないのかなと、感じられる。

さらにこのシンポジウムでは、街並みや道路という被災地の物的施設は目を見張るよ

うに復旧したけれども、そこに暮らす住民の生活が一向に好転していないことへの驚き

の目が向けられていた。「仮設住宅がまだ３万戸も残っていて、そこで孤独死などの悲

劇が起き、生活は一向によくなっていない。これは開発復興であって、生活復興ではな

い」と言われたのである。

今回の資料（「浦安環境共生都市コンソーシアム検討の枠組み」地域コミュニティの

活性化）に「井戸端会議」という言葉が見られるが、そういったソフトな生活面の復興

が、ともすれば見過ごされがちになる。そういう意味で、市長のお話にあった市民の結

びつきや、それを合わせながら今後の復興を考えていくということが、とても大切であ

ると感じている。浦安とは状況が違うが、東北の被災地でも、明らかにハードで全部防

御するというのは不可能であり、人と人との結びつきと合わせて防災を考えていかなけ

ればならないと言っている。経験からの教訓、これを学んだのであるから、災いを福と

転ずる形でこの前回のお話にあった「緑の防潮堤」をお作りになるとか、資料にある「人

と自然の共生」という言葉、これを活かした復興を推し進めていただきたいと思う。

●委員あいさつ

委 員： 復興にあたり、市民がどういう形で参加できるかという枠組み条例のようなものが必

要ではないだろうかと感じている。これは先に香取市で条例化されているものになるが、

香取では小学校単位で「まちづくり協議会」というものを置いて、条例では理念を掲げ、

あとの細かい部分については、市民のディスカッション結果を盛り込んでいくとしたも

のがあり、今までの法律とは少し違う考え方を持っているものになる。このタイプの法
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律を、私はコミュニケーション型立法と呼んでいる。

実はこれはオランダの手法で、日本では男女共同参画社会基本法などが、このコミュ

ニケーション型立法のスタイルをとっている。法律を見ると、基本的な項目とか理念し

か掲げておらず、あとは国の大まかな方針と県・市町村単位でこう決めていくという形

で、できるだけ市民の裁量を大きくしている。自分で決めるということで、役割分担も

市民自らが決めていくことになる。

一般的には規制的法律が多い中、オランダでは規制的な法律がコストのかかる割には

企業等に遵守されない傾向を踏まえ、それならば関係企業間の話し合いの中から決まり

を作らせ役割も応分に負担するという、規制的立法に対する形でコミュニケーション型

立法のスタイルが出て、効果を上げてきているところである。

小学校区であるとか、管理組合とか自治会とか、単位はいろいろあると思うが、その

中で自分たちのまちをどうしていくかを決めることになる。まちづくり協議会には、例

えば福祉部会とか復興部会とか、そういう部会をたくさん作って、そこへ市民に参加し

てもらう。市民が自ら決めて自ら役割を担っていく。やり方としては、こういったもの

がいいのではないか。

関連して、国でも復興基本法とか特区法ができあがってきている。これが非常に使い

勝手が悪いということで、宮城と岩手が復興特区となったが、いずれも県単位のことで

あり、市町村単位の特区というのは相変わらず認められていない。市町村の特区という

のは、構造改革特区には存在したわけであるし、復興特区の場合もあり得るものと思っ

ていたのだが…。特区のあり方については、今後の議論の行方を見守りたいところ。

それから、首都直下型地震の危険性について。いろいろ取りざたされているところで

あることから、少し触れておきたい。市でも最悪の事態というものを、どこかでシミュ

レーションしておく必要があるのではないか。災害が発生した際に、場合によっては本

部機能も失われてしまうという事態もあり得る話である。ＢＣＰ（Business Continuity

Plan）といわれる事業の継続性であるが、災害対策を考える場合には、そういった最悪

のシナリオについても考えておいた方がよいのではないかと考えているものになる。

委 員： 市長から浦安の被害が当初の予想より大分低く抑えられたと伺うことができて、本当

によかった。復興にかけた市のみなさんの努力を目の当たりに見てきたので、その成果

もあらわれているのではないか。
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昨日、浦安市民の何人かとお話しした。１人の女性の家が震災で傾いてしまい、連れ

合いの方から「もう引っ越そう」と言われていて、半年くらいの間、引っ越しに気持ち

が傾いて元気をなくしていたが、昨日はとても晴れやかな顔で、夫を説き伏せることが

できたと。自分たちはこの浦安で人生を終えることを決断したという報告があった。や

はりそういう一人ひとりの声というのは、一番確かなことであると思うので、それをお

伝えしておきたかった。

震災後に地域がどうあるべきか、「地域の市民力」ということで、震災後「絆」とい

う言葉が時のキーワードになっているが、案外この「絆」に、私たちが想像する以上に

難しいものが存在するようである。あるシンクタンクが被災地のお母さんと、首都圏の

お母さんと、それ以外の地域のお母さんの３グループに、震災直後と１年近くたった今

との調査をしており、その結果を聞かせてもらったところ、意外なことに、東北被災地

の方々から「近所がうっとうしい」という声が出ているらしい。被災地でも、地域で助

け合うことが大切なことであるのは重々承知しているが、同じ地域でも被害を受けた程

度が違っていたり、亡くなった方が「いる」・「いない」ということがあったり、いろい

ろと心情的な部分で微妙な問題があるらしい。どうやら「絆」というのも一枚岩ではな

い。「地域力」ということが言われているところほど、今、地域のあり方に、非常に苦

しんでいるということがわかってきた。

浦安では、少し明るい兆しがあって、市民の力を活かして、何か新たに紡いでいける

ものがあるのではないか思う。いろいろな格差や事情が違うからこそ、絆の紡ぎ方とい

うのも難しいとは思うが、何か新しい地域の絆というものを、今、浦安から打ち出して

いく時ではないかと感じている。

また、１月14日に主宰するNPOが、自治体職員研修を実施した。テーマを「子どもの

目線で復興まちづくりを考える」とし、そこで神野議長に基調講演をしていただいたが、

全国から集まった参加者に大きな感銘を与え「目からうろこが落ちた」という感想が数

多く寄せられた。これまでのこの会議で、神野議長が折に触れお話になった「まちづく

り」についてのいろいろを、今こそ浦安の復興に役立てていただけたらと思う。

●「復興に向けた浦安市への提言」を踏まえた復旧・復興に向けた取り組みについて

市 長： 液状化による被害が大きかったのは、基本的に戸建て住宅。市内には被害のなかった

元町も含め、約１万4,000世帯の戸建て住宅があり、そのうち8,500世帯が被害を受けた。

今回、浦安と同じような被災自治体が国への陳情を繰り返し、災害救助法の被災基準の
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見直しが行われた。今回の被災基準の見直しで「大規模半壊」という新しい基準ができ、

それまでの基準では、市内で半壊以上が41件であったが、新基準では約3,600件が半壊

以上となり、多くの世帯が救済されることになった。

土木学会、建築学会、地盤工学会から委員を招聘した浦安市液状化対策技術検討調査

委員会では、液状化のメカニズムの解明と具体的な対策について示していただければと

思っている。そして先ほどのお話にあった「市民力」。応急復旧の最中に、例えば便袋

などの支援物資を持っていくと「自分たちはきちんと自立できているから大丈夫。ほか

に回してくれていい」という優れた初期対応のできた自治会があった。しかし、その自

治会が今度は復旧・復興に向けて動き出そうという時に、住民間での調整がつかず大き

な問題を抱えこんでしまっている。もろさと言うか、難しさを感じている。

企画政策課長： それでは、先ほどから話題が出ている本日のテーマ「復旧復興に向けた取り組み」の

現状について、報告させていただく。一つは復興計画に係わること。二つ目は、環境未

来都市構想という、言い方として適切ではないかもしれないが、復興計画の中でも目玉

のプロジェクト。さらに三つ目として、浦安がこれから持続可能なまちを目指していく

中での人口構成の問題。この三点について説明をするので、議論をお願いしたい。

まず、浦安市の復興計画について。浦安市復興計画検討委員会は、学識の先生方を中

心に、総勢16名で検討を進めている。学識の方々はこれまで都市計画のマスタープラン

であるとか、いろいろな行政計画にかかわっていただいた方に声をおかけした。また関

係団体については、産業界を中心に、商工会議所、オリエンタルランド社、浦安鉄鋼団

地協同組合、東京ベイ舞浜リゾート地域協議会、さらに市民側の代表として、ふるさと

づくり推進協議会の会長にも委員になっていただいている。

市民側の復興に向けた取り組みとしては、ふるさとづくり推進協議会を母体とした

「ふるさと復興市民会議」という活動が行われている。その中で、自助・共助のあり方、

協働での復興のあり方等を議論いただいている。そういった市民活動と、このほかに市

民アンケート調査、小学校の子どもたち、働いているお母さんなど、市民のいろいろな

方々にグループインタビューもあわせて実施、集めた市民の声から、これからの復興に

向けての課題整理を行い、現在は計画としての柱立てを進めているところである。

基本的には四つの柱立てを考えており、一つは「市民生活の早期の復旧・再建」。災

害からの早期の復旧・復興、生活再建、それをどのように考えていくかということであ

る。二つ目は「より安全で安心な暮らしを支えるまちづくり」。災害に強い市街地の形
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成、液状化対策を基軸として、災害に強いまちをどうつくっていくかということになる。

三つ目が「市民協働による災害に強い地域づくり」。物理的なハード面だけでは、これ

からの防災は語ることができない。災害時に支え合う体制の構築、人と人とのつながり

が織りなす安心なまちづくりをどのように、ということを掲げている。そして四つ目が

「震災の教訓をバネにした次世代につなぐ持続可能な都市づくり」である。震災復旧に

とどまらない浦安の新しい価値、またこれまで浦安の抱えていた構造的な問題を解決し

つつ、新たな価値と創造をしていけるまちづくりをどう目指していくのかということに

なる。

次の浦安環境共生都市コンソーシアム。市には新町地域に住宅開発がまだ残されてい

る街区があり、その開発に参加する企業の中で９社が参加している。これらの企業は住

宅街区の取得を済ませていたが、この震災で開発が止まってしまった。そこで「新しい

浦安のブランディングを行政だけではなく、われわれ(企業)も入って一緒に考えていき

ましょう」という提案があり、その中に地元の明海大学も入って、産官学による浦安環

境共生都市コンソーシアムというものが、立ち上がっている。起点として、災害時でも

ある程度自立した都市生活が営めることといった、目標的なものがある。そういう意味

で考えるとエネルギーの生産・供給への実質的な取り組み、あるいは低酸素社会に向け

た環境ソリューションづくり、さらに持続可能ということになれば、人の世代交代も視

野に入れ、生活利便、子育て・教育、介護、健康・医療、こういった四つの課題に対し

て、参加してくる企業がどういう提案ができるのか。その中で行政として、浦安市がど

のようなかかわり方ができるのかということを、今まさに議論しているところである。

取り組みとして言えば、この構想をもって総合特区制度を使った特区申請をしていきた

い。その枠組みを今年度中に作り、来年秋の特区申請を目指したいと考えている。

最後が新しいまちづくりを進める上で、少し気になる人口の問題について。資料にあ

る平成17年度の人口で、転入転出の差で申しあげれば、転入が1,645人程度多い。とこ

ろが、25歳から64歳の区分で見ていくと、25人ほど転出の方が多くなっている。この階

層を平成17年度から22年度まで見ていくと、多い年、特に平成21年度は、大体1,000人

程度転出が超過しているという形になっている。総数としては増加しているが、この年

代層だけに絞って見てみると転出超過になる。

また、浦安市全体の高齢化率は12.62％。全国的なレベルでみると、非常に若いまち

ではあるが、美浜三丁目では高齢化率が31％を超える一方、最も若いところでは１％に
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満たない地区がある。これは埋め立て事業の展開とあわせて住宅供給をしてきたためで

あり、特に昭和50年代に戸建て住宅を供給してきた地区に、高齢化率が高い傾向が出て

いる。一方、元町地域については、これまで木造賃貸型のアパートが多数あり、そこに

若い人たちが住んでいたが、この木造賃貸のアパートが世帯型のマンションに切りかわ

ってきている。そういうこともあって、今までは比較的若くて人口流動も多かった地域

であったが、ここについても人口の固定化、高齢化という傾向を徐々に示しつつある状

況にある。

最後に浦安市の人口ピラミッドについて。2009年度に比較して2020、2030、2040年度

と見ていくと、明らかに高齢化が進み、人口構成のバランスが大きく変わるであろうこ

とが予測されている。人口構成の問題というのは、浦安だけの問題ではなく日本トータ

ルの問題。浦安の場合、市域も16.98㎢と非常に狭く、市街地の中にもほとんど未利用

地もないという状況であるので、どうしても既成の市街地の中でこういった問題を解決

していかなければいけない。どういう視点でこれからを考えていったらよいかというこ

とが、浦安市の中長期的な課題になるのではないかと考えている。

議 長： 今、お話のあった人口構成問題について。厚生労働省などにもいつも言っていること

になるが、目的と手段を間違えないようにしていただきたい。つまり、いつも人口が減

少する、あるいは少子高齢化で大変な社会になると。われわれが若い頃は、日本が大変

なのは人口が多いからだと言い、今度は人口が少なくなるから大変だと。しかも言って

いることの背景にあるのは、明らかに人間を単なる生産の手段、労働の担い手としてし

か見ていないという点。

人口を減らさないということであれば、長寿化政策。今生きている人を死なないよう

にする。これに加え、子だくさん政策を打つということになるわけであるが、どこに行

っても明らかに長寿化政策は困ると言っている。そもそも子だくさん政策というのは、

昭和16年に閣議決定したもの。その中にはヒントがたくさんあって、今度の子ども基金

みたいなものもある。それだけであればいいが、フランスが導入しようとした独身者税

といって、25歳以下の女性、それから30歳以下の男性で、子どもがいなかったり１人で

あったりした者については、重い税金をかけようという制度…。

市 長： それは今でも生きているのか。

議 長： 閣議にかけたが、いつも大蔵省の反対にあってだめであった、流れてしまったと言っ
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ていた。そういう理論が転換していくと、最近ネット上ではやっている人生定年制、65

歳になったらみんな死刑にしてしまえば、すべての問題が解決されると。これを、若い

人たちはどこか間違っていると思うのだけれども、どこが間違っているのかを相手に説

得できない… と悩んでいる。目的と手段の転倒が起きてしまっている。

結局は、スウェーデンなどで行っている、かなり高齢化してしまったまちでの、本当

に子どもがそこで育ちたくなるようなまちづくり。結果として子どもがどんどん誘致さ

れる。それは何も人口問題を解決するためではなくて、そもそも人間がそこで産み、育

ち、そして老いていく、そういう生活を完結できる場であることを整備していくことな

のである。人間の生活がそのエリア内で包括的に機能できること、産み・育て・死んで

いくための営みが完結できなければ、結果として人口は流出していく。

つまり、この浦安というエリア内で、子どもを産み・育て・そして老いて死んでいく

という生活が完結できることが一番重要。生活機能がそこで完結できる、そういうエリ

アとして浦安をつくり、子どもたちのためのまちづくりというのを優先していく。これ

は弱い者のためのまちづくりを優先するということ。子どもや年寄りを優先すれば、当

然のことながらユニバーサルデザインになって、そのまちはだれにも優しいまちになっ

ていく。結局はそこに人が集まってくる、というのが結果である。どうも手っ取り早い

手段だけを追い過ぎているのではないか、という気がしている。

浦安は地政学的にも非常に有利な位置にあり、生活機能も完結できる。人口構成等に

作用する政策を無理に打ってしまうと、かえってゆがんだ政策になる可能性もあるので

はないかと考える。まず、目的と手段を間違えないで政策を打っていただくということ

と、今回の新しい街区のプランが、人の暮らしを総合的に位置づけていることは非常に

いいので、できれば包括的な生活機能が完結できるエリアにしてもらう。それが結局、

人口の問題を解決していくことにつながっていくのではないかという印象を持った。

委 員： 長寿がどういうことであるか、あまり研究がされていなくて、自然死が長寿の行きつ

く先であろうと思うが、幾つか本を読んでみた限りでは実は自然死は大変苦しむ、と。

しかし、このところの状況では自然死というのは非常にまれで、このため、医療過剰で

はないのかということが最近言われ始めてきた。今週の週刊誌でも、がん検診なんかや

めた方がいい、がん検診で見つけて早期に処置しても、せいぜい寿命が若干延びる程度

にすぎない、むしろ、がん検診の時に浴びる放射線の方が、がんの発症に寄与している

というような…。十分な検証があっての話であるのかどうかと思うけれども。



10

実は自然死とかそういうことについて、たとえば関係者が集まって尊厳のある死につ

いて考えること、あるいは医療の抑制について考えるというのは、何かタブーのように

なっているけれども、肝心の自分の死をどう迎えるべきであるとか、終末期医療をどの

ように… ということについて、もう少し科学的な検証がされてもよいと思う。

われわれは人間ドックに行っていろいろ悪いところを探すが、ある医学部の先生が書

いたものを読むと、人間には自然治癒力があり、その範囲内でほとんどのものが治るの

であって、医療で助けるというのは、実は微々たるものであるということを強調してい

た。ところが、今はみんな病院に行って、医師がまるで生殺与奪の権利を持っているよ

うな形になっている。こういった話は、医療費を抑えるということに結果的につながる

のであろうが、そういう前提が十分に高齢者の方にも伝わっていないまま、医療費だけ

を削減しようという議論が出てきている。

議 長： Ⅹ線撮影で被爆するとがんになる確率が高くなるというので、どこかの人間ドックで

胃のＸ線撮影を廃止したという。累積して１年間で24枚以上撮ると、がんになる確率が

有意になるということらしい。胃の撮影はずっと浴びせてパシッと撮るので、あれで21

枚分になってしまう。また歯の治療をすれば１枚、それから海外に行けば空港で４枚か

５枚撮られてしまう。胃の調子が悪いという人であればともかく、一網打尽に被曝させ

るということについては差し控えるべきだというのが、一般的になってきている。本当

に調子が悪いんだったら、最初から胃カメラに行っちゃった方がいい。

市 長： 胃カメラならいい？

議 長： 胃カメラは大丈夫。それから腫瘍マーカーも男性の前立腺がんにはいいけれども、そ

のほかのすい臓がんとか胆管がんなどは晩発性なので、マーカーで見つかっても、あと

何カ月… ということになってしまう。だからマーカーも、前立腺がん、それから女性

の乳がんなども末端がんなので意味はあるが、あとはないと。

一番問題なのは、がんは「早期発見、早期治療」と言うが、治療開始後５年経ったら、

そのがんは治ったとみなされる。その人ががんの初期段階で何もせず、７年後に手おく

れで死んだとした場合。ところが、治療して、手術をすぐして６年後に死ぬとすると、

やはり早期発見、早期治療がよかったと統計上は分類される。治療を開始して５年たっ

ても生きていたということになるからである。どちらがいいのか。そういうこともある

ようで、いろいろ問題点は生じているのではないかと思う。

委 員： 市からどういうメッセージを出すかというのは難しいと思うが、だれか市民の中でも
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そういうことを研究して、それでがん検診を一斉にやらなきゃいけないとか、そういう

ことは却って害があるよとか、そういうところが出てくればよい。

議 長： ただ、ちょっと誤解があって、幾つかのがんはちゃんと検診をやった方がいいという

こともある。晩発性がんとは違う場合もあるので。

委 員： 浦安環境共生都市コンソーシアム。よく考えられているなと思うが、これで特区申請

を行っていくのか。

市 長： これは、まだ一つの案であり、これを３月いっぱいまでに骨格を固めて、と考えてい

るもの。

委 員： 国の社会保障というのは今まで医療・介護・年金の三つであったところに、子育てが

入って四つになった。しかも、首相はいつも「社会保障と税の一体改革」と言っている。

子育てが真っ先に触れられるくらい、今、子育てを重要に考えているということである。

資料の中でも、子育てを一番上に出しているが、中身をもうちょっと新しくしてはどう

か。５年以内の実施といった時限をつけて。

これを５年以内に実施とすると、子育て新システムが国会を通れば、ここがドラステ

ィックに変わる。では、どういうふうに変えたらいいかというと、先ほどお話のあった

「包括的に人生を終えるまち」というのをキーワードに、子育て期の親も多様な働き方

をしようとしているはずとして、捉えるべきであろう。特に浦安のようなケースでは、

専業主婦で６歳まで育てたいという人もいるし、０歳から共働きしたいという人もいる。

そうすると、やはり多様なライフスタイルを支援する子育て支援の体制を打ち出して…

それが結果的に総合こども園である。３歳から５歳だけの園、０歳だけなど、いろいろ

な形があっていい。もう一つは、多様な家庭的保育も交えた小規模型の保育であるとか、

そういう新しいものをぜひここに入れていただきたい。

そして、生まれてから死ぬまでを浦安で過ごせるという、包括的なまちづくりをメイ

ンにして、そこに介護だとか子育てが有機的に入ってくるというような絵も必要ではな

いか。社会保障は、ここ１～２カ月でかなり大きく動くと思われるので、そこはどんど

ん最先端のものを取り込みながら骨格をつくっていただけると、なお良いと思う。そし

て目的と結果、手段を間違えないようにということで。

やはり浦安には、生涯通して住みやすいまちにできる要素がたくさんあると思う。そ

れから、人材養成というのも、これからのインフラの一番大切な部分あるので、ぜひメ
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インに打ち出していただきたい。

市 長： 今回の震災で、私自身が一番ショックだったのは、都市災害の一番の弱点であるトイ

レ、下水道。この下水処理施設が、やはり一極集中という形で、ずっと何の疑いもなく

整備されてきた。習志野市では、川をせきとめて肥溜めにしてしまった。そうせざるを

得ない、本当になすすべもない。もし終末処理場がやられていたら、浦安は数カ月どこ

ろかかなりの長期間、原始的なトイレ生活を送らざるを得なかった。

この点についてハウスメーカーたちが、今回の新しい分譲地区で新しい展開をしよう

としている。そこで私から投げかけたのが、数年前から福島県会津坂下町で実施してい

る自己完結型の…。土壌改良型と言ったか、浄化槽である。基本的には大きな浄化槽、

まさに防災対策も視野に入れて大体5,000人規模の浄化槽をつくって自立している。そ

れを１月に見に行ってきた。今後のまちづくりには、下水処理に新しい発想の転換をし

ないといけないと考えている。もう二度とトイレが使えない、下水が使えないという状

況を、市民に味あわせたくないという思いがある。

議 長： エネルギーもそうであるが「かけ声」としては地産地消のように、廃棄物処理等もエ

リア内でやっていくことが、全体として見ると回復力というか復元力というか、災害に

強い社会づくりにつながっていくのではないかと思う。

今回ちょっとひどかったのが、東北。結局、下水処理場を全部沿岸地方に造っていて

それが全部やられてしまった。しかし、流域下水道は全部生きているから、どんどん下

水が流れてきてしまう。ところが下水処理場を復興するまでには３年かかる。処理場に

どんどん汚物が流れてきてしまうが、処理できないので、塩素をはじめとする薬づけに

して海に流している。これは大丈夫かと。いや、法律違反じゃないから、３年間やらざ

るを得ないと、こういうふうに言っている。

ヨーロッパでは、もう既に下水道廃止運動をしている。下水道は、エコロジー的に考

えてよくないと。やっぱり自然の循環、汚物や死骸というものが、また次の生命を宿し

ていくという、循環サイクルにのっとるべきであるのに、その循環から外れて、汚泥を

海の中に捨ててしまおうという考えが、よくないと。

もともと日本は下水道が少々よくない。そもそも雨水と雨水じゃないものとを分けて

いない。それから、雨水と分けるだけではなくて、お小水、これはもともと無菌なわけ

で、メスの消毒もできる。病気の人は別であるが、基本的に無菌なので、そのまま肥料
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に使う。そして、大便の方は、コンポストトイレもつくられているので、からっとした

ものにして、それをまた肥料として使っていく。こういったことが、スウェーデンなど

で行われている。スウェーデンのトイレは、今はほとんどコンポストトイレ。フィンラ

ンドなどもそう。被災した下水処理場の再開に３年もかかるのであれば、この際、ヨー

ロッパで先進的な取り組みがあるのだから、もう流域下水道と下水処理というのではな

く、全部コンポストトイレを使ってはどうか、そっちにお金を使ったらどうなのかと言

っているのだが。

委 員： コンポストトイレというのは、水洗…。

議 長： 水洗なんだけれど、からっとさせちゃう、汚物を。

委 員： じゃあ、使用感は現状と同じなのか。

議 長： 同じである。処理の仕方が、日本で言うと水のように、肥だめみたくはなっていない

けれど、そのまま非常に小さいもので……

市 長： それは何をからっと乾燥させるのか。

議 長： 大便を。

市 長： 乾燥させるのは何か。

議 長： 技術革新で殺菌でもしているのか、いずれにしても寄生虫みたいなものは殺して、か

らっとさせて、そのまま肥料にする。

市 長： モンゴルとかでは、人間も家畜も大便は固形燃料。それに近いのか。

議 長： 日本でも一部、実験は行われている。しかし、それは浄化槽の一種になるという。浄

化槽になると、所管が環境省であると。つまり下水道は国土交通省、農村集落排水は農

水省、合併浄化槽は環境省と、所管官庁が分かれている。

市 長： 先ほどの会津坂下町も、やはり許可が出るまでものすごい時間がかかったという。許

可が出ても、広まらないのはなぜか？ と見に行って、５年で黒字に転換したという話

を聞いて。われわれから見たら、のどから手が出るほどおいしい話であるが、都市部で

そんなことをしたら、激しいバッシング受けますよ、とも言われている。それを一生懸

命、会津坂下町が広めている。あれは、すごく実際的と感じた。5,000人規模と言って

いたか…？

企画政策課長： 今、町に二つ、5,000人規模の処理場がある。

委 員： それはコンポスト…？

市 長： コンポストではなくて、大型浄化槽。バクテリアで、本当は石のような固まりなんだ
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けれど、バクテリアがすみつけられるような。で、そこから出てきた水は、もうきれい

になっている。それが町なかにあって、ちょっとした児童公園みたいな感じ。その地下

では、5,000人分の下水を処理している。

議 長： それはどっちの所管になるのか。

市 長： 国交省が許可したので、国交省が。

議 長： 国交省の所管…。浄化槽は環境省だと環境省は言っている。ということは浄化槽では

ない。だから、普通の浄化槽ではなく、処理場の一種なのか。

委 員： その可能性は考えられる。

市 長： 異端児みたいな形ではあるが、どう見ても合理的であると思う。

委 員： 国交省は、ずっと流域下水道でやってきたから。

市 長： それに反旗を翻す。

委 員： あれは、当時の流域下水道が始まるときも、浄化槽で行くべきか、流域下水道で行く

べきかという大論争があって、結局、国は下水道で決めた。ずいぶん反対論もあった。

市 長： 防災的に考えたら、あれは非常に合理的だなと感じて。浦安のように一極集中の流域

下水道で完全にアウトになってしまうことを考えれば。

議 長： この間も少しお話したと思うが、ヨーロッパでは多極的であるとか、いくつも多中心

型に分散してあった方が回復力、災害時などには強いということになっている。全部集

めていると、どこか一発ボンとやられると、それで終わり。

組織などでも北欧型の組織が強いのは、バイキングの組織になっており、それぞれの

仕事をする単位がフラットになっているから。それぞれが意思決定をし、執行できて、

チェックできる機能を持っているものが、幾つも集まっている。日本のようにピラミッ

ド型に組織化していない。

ピラミッド型に組織化しないのはなぜかというと、ピラミッド型は、どこか一つ抜か

れると全体が機能不全に陥ってしまう。バイキング型の組織だと、一つの船がボンとや

られても、あとは別にちゃんと、つまり指揮官がやられたら終わりという話にならない

ので、動くと。

だから災害のときなども、市役所の組織はできるだけ多中心的にしておいた方がいい。

浦安は大丈夫かもしれないが、いずれにしても、どこかやられたら全然動かなくなって

しまうというのでは、よくない。

委 員： バイキング型を全部管轄する中枢というのはあるのか。
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議 長： 中枢はある。中枢があって、フラットオーガニゼーション、文鎮型組織と言われてい

るように、機能はそれぞれ持たせておいて意思決定できるところが上にポンとある。小

集団で一つの、例えばそれぞれの部門ごとに、端的に言えば経理も人事も持っている組

織ができ上がっていて、そういう組織の全体を統括する組織がある。日本の場合には、

機能別に分類をした上で、ピラミッド型に積み上げている。

一時期、これをボルボがやっていたので、トヨタが取り入れてチーム制にして、部課

長制を廃止し、フラットオーガニゼーションにした。日本でだめなのは、せっかくトヨ

タが課長や何かをなくして、チーム組織でチームリーダーとか何とかとやっているのに、

ほかの会社と折衝するときに「で、それは課長に当たるんですか？」とやられる。だか

ら、結局だめになってしまう。

市 長： 事業本部制、これは文鎮型に近いか。

議 長： 事業本部制も本来は文鎮型に近い。けれども、日本の事業本部制では、全機能を事業

本部に持たせるということはまずなくて、結局、経理とか人事とかは、やっぱりこっち

で… というのが多い。事業本部制と言っても。

委 員： それぞれのフラットの中は完結しているのか。

議 長： そう。だから、そこでもう全部、人事も経費もやって組織を動かす機能は完結してい

る。一つのバイキング船で完結しているようなものである。

委 員： トヨタ自動車のおひざ元に高浜という市があり、そこでは課長とか部長という役職で

はなく、チームリーダーとなっていた。どうしてそんな職名なのか、全然わからなかっ

たが、納得。

委 員： 香取で始めたまちづくり協議会では、担当職員が地域に貼りついている。職員も相当

数、127人と言ったかな、併任になっていて、徐々にではあるが、市民と一緒になって

まちづくり計画をつくっていくという。そういう意味では自己完結型の組織をつくろう

としていると考えられる。

委 員： その場合に、市の職員はジェネラリストではなくなる。ジェネラリストから、その地

域の担当者になる。

委 員： いや、地域の担当者として、仕事の上ではやはりジェネラルな仕事を担っていくわけ

になるのだが。

委 員： なるほど。そこの地区に関してのことすべて。
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市 長： それは震災を機に、ということか。

委 員： いや、震災前から始まっていた。あそこは高齢化率が相当高いということと、財政的

にも大変なものがあって、それでやっていくにはもう…。

市 長： 集落が結構分かれている。

委 員： そう。合併があったので。

市 長： まちづくり条例という名称でよろしいか。

委 員： 香取市まちづくり条例という名称である。

委 員： 人口統計の年齢区分がいいなと思ったのは、ほかの統計では生産年齢って15歳から64

歳で切り出している。でも15歳から20歳って、今の日本では生産に寄与できないのに。

どんどん生産年齢が減っていて… といいつつ、やっぱり25歳くらいからとるのは、リ

ーズナブルな感じがするけれど22歳ではない。大学卒の22歳でなくて、24歳。教育シス

テムから考えていくと22歳とか、20歳なのかなとか、短大卒を入れると…。

市 長： これは、５歳刻みになっているから自動的にそうなったものである。

議 長： 「４万時間」という、僕らが大学のころ見ていた未来学者の本によると、2030年には

０歳から30歳までが人間をつくる時期で、働かない。30歳から60歳まで30年間働いて、

平均寿命がそのころには85歳か86歳くらいまでになっているから、60歳まで働いた後の

30年間近くがリタイア後の時間になると。４万時間というのは働く時間。週５日働いて

１日６時間。１週間に30時間。30年間でざっと４万時間働いて…。人生が85歳までとす

ると、70万時間ある。そのうち睡眠とか生理的な時間として、30万時間必要であると。

これは、１日10時間を生理的なものに使っているということで計算している。

そうすると、あと人間が生きていくために４万時間しか必要ないので、あとの36万時

間は、今度は人間として楽しめる時間になってくる。自由時間が36万時間。そのときに

は、王侯貴族しかできなかったような音楽を自分で楽しんだり、絵を自分で楽しんだり、

見る楽しみではなくて自分で音楽を、ヴァイオリンを弾いたり何かできる。同時にボラ

ンティアのような、お互いに助けるという行為もそこに入ってくる。自由時間の使い方

の中に… である。

委 員： 震災復興の関係で…。私は自治体間連携の話、自治体間の相互支援の話がもうちょっ

と前面に出てもいいかなという感じがしている。
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浦安の行政で強いところとか弱いところ、いろいろあると思うが、現時点で言うと、

東北では専門職員が足りなくて、まだまだ保健師であるとか土木関係、こういった職員

が足りなくて全国募集かけているという状態らしい。いずれにしても職員が足りなくな

っていくという事態は、今後いろいろな面で考えられる。それから、自治体間連携応援

協定というのはいろんな可能性を秘めている。

市 長： それは、本当に委員のおっしゃるとおり。今まで浦安はそういった協定をあまり積極

的に結んでこなかった。市民まつりの物産展で協力してもらって… という、交流はあ

ったのだが。しかし今回は逆に、これまでのちょっとしたきっかけでも、全国各地から

本当に信じられないくらいの応援をいただいたので、これは特に力を入れてやっていこ

うと考えているものになる。

それと、今回の震災でびっくりしたのが、やはり先に被害を受けた経験を持つ阪神・

淡路、それから中越の例えば新潟なども、先遣隊をその日のうちに出している。東北３

県に。これはわれわれも本当に学ばなくてはいけないと感じた。

新潟は、その日のうち７時には第一次先遣隊が入って、無線を持って「これが必要、

これが足りない」というので、それを本庁の方に上げて、次の日にそれをまた準備して

出ていくと。

委 員： あと、少し応援協定をフォローしてみると…。大体、信頼関係というのは、やはりい

きなりポンと来てもなかなか信頼関係ができないそうで、日常的なというか、たまに継

続的なイベントをやりながら、その信頼関係を醸成していく必要があるということが言

われている。だから、応援協定を結んでいるところはたくさんあるんだけれども、実際

機能するかということになると、そこに優先順位が出たり、いろいろあるとは思うが、

やはり継続的な事業というか、そういうものが必要であろうと思う。

議 長： これは僕のところの職権というか仕事でもあるので…。被災した地域から応援要請が

来て、それを被災していないところから募集というかマッチングさせて派遣するという

ことをやるわけであるが、ちょっと限界に来ている。つまり、今までは割と短期で３～

４日行っていたり、１カ月間行っていたりということで出していたが、これからはむし

ろ長期で出してくれと。２年・３年、しかも、さっきの話ではないが専門職、とにかく

水道復旧できる人とか、ちゃんと図面に落とせる人とか、台帳を復旧できる人とか、そ

れから下水、その他のことができる専門職を出してくれと言われる。

ところが、もう一方で、今、日本国民が地方公務員は要らないと言っているので、ど
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んどん減らしてきている。すると、とてももう出せない、ただでさえ目いっぱいでやっ

ているんだと。もちろん出したい気持ちはあるのだけれど、そもそも専門職は被災して

いない地域でも不足していて、そんなに長期間は出せない、ということになっている。

日本国民は考え方をあまり変えない国民なので、今後も公務員は切りまくるであろうか

ら、もうだめなのではないかと。そうすると残された策は、もうリタイアした人たちを

戻すしかない。リタイアした人を、例えば浦安だったら浦安に戻ってもらい、浦安で余

裕ができたら、それを派遣してくれと。とにかく今、手が必要で、それをやるしかない

のだと思う。

市 長： 東京都が、株式会社東京下水道サービスというのを持っていて、総勢で1,500人ぐら

い。それ全部、都の下水道局からリタイアした人たちである。それが今回、浦安に延べ

2,700人、最大で1日に230人ぐらい来てくれた。本当にすごい組織力で。それが今まで

東京都内の下水道をいろいろメンテナンスしていたのを、初めて東京都から出て、浦安

市と契約した。契約が終わり、これから浦安の復興に力をふるってもらう。まさに議長

の言われるノウハウを持ったリタイア集団である。

委 員： 少し話がずれてしまうかもしれないが、地域間の高齢化率の格差を解消すること、こ

れが本当にいいのかどうか、私は疑問である。むしろ、例えば子育て世代の住んでいる

ところのスーパーが売っているものと、高齢者が求めるものは全然違う。ちょっと保育

園とか学校に持っていきたいものを欲しいのに、総花的にあっても困る。

だから、むしろ格差はある意味、よい意味で固定させて、ただし、浦安ぐらいのこの

広さだったら移動はできる。だから、高齢者のところで高齢者の人材を養成するような

地域センターみたいなものをつくり、その方々が子育て支援の必要な例えば日の出地区

にわっと行くとか、そういう流動性を大事にすることがポイントであって、むしろ格差

を大切にしたまちづくりというのは、逆転発想で必要なのではないかと思うのだけれど

も。

市 長： ただ、いくらなんでも35倍というのは極端かなと。

委 員： よいのではないか。かえって、落ち着いて暮らしたいときは美浜に移るとか。

議 長： 格差と差異とは分けた方がよい。差異というのは必要。それぞれの地域社会の個性と

いうようにね。それぞれ地域社会の個性と、格差とはやっぱり違う。差異はあった方が

いいんじゃないかと思うのだが。
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委 員： 格差はよくない。

議 長： そう。

市 長： 言われてみれば確かにそう。

委 員： 年とったら、巣鴨に買い物行った方が、おばあちゃんたちにはいいわけで。表参道に

行っても欲しいものがないわけだから。そういう差異は大事であるし、あって然るべき

ものなのではないか。

市 長： 確かに。おっしゃるとおり。

委 員： 常々思っていたことであるが、義援金、見舞金、支援金等の円滑な給付というのが挙

げられていて、罹災証明の制度が関東大震災のときか何かにつくられたものらしいけれ

ども、法律上の根拠は全くない。内閣府が罹災証明を出すときには、こんな基準でやっ

てねということだけのようである。それで、その罹災証明を出すまでに東北３県はえら

い時間がかかって義援金が滞って、結局、仙台はどうしたかというと、被災証明と罹災

証明を分けた。被災証明は、申告があればもう被災証明を出すという形にして、罹災証

明は被災者生活支援法のとき初めて出てくるものであるので、それまでは留保するとい

う形。義援金などは、被災証明で足りる。多少のモラルハザード、もうこれは目をつぶ

るしかないということで。何か要綱でも条例でも何でもあればいいのだが、今のような

やり方していたのでは、あれは罹災証明の基準が、物がどのくらい壊れたかという対物

的なものになっているわけで。しかし、義援金は生活資金に使いたい。それを、家がど

のくらい壊れたかという基準でやっているから、そこにミスマッチが生じた。義援金の

方は被災証明だけで足りるはずであるのだが…。

委 員： 被災と罹災、どう区分けするのか。

委 員： 罹災証明は、先ほど市長からもお話あったように、半壊とか一部損壊とか、家の状態

を罹災と言っている。それがどのくらい壊れたかということが分類されていて、建築基

準法に詳しい職員がいて、二人組ぐらいで現場に赴いて、写真を撮ってそれから罹災証

明を出すというようなことで。航空写真でもいいと一部出ていた。

市 長： 流されてしまったらどうしようもない。

委 員： 被災は？

委 員： 被災は、だからもう災害に遭ったということだけで。だから、仙台の場合は皿１枚割

れただけで申請した人もいたと。



20

委 員： それは被災なのか。

委 員： 被災。災害に遭ったということで。だから、その場合は、モラルハザードが起こる可

能性があるわけですよね。

議 長： 義援金文化というのは明治時代からあったが、関東大震災で強まって…。関東大震災

のときは首都でのことだったからかもしれないけれど、住民じゃなくてもいいと、ちゃ

んと書いてある。居住していなくても、たまたま震災に遭遇した人もいいと全部書いて

ある。

委 員： むしろ、必ず災害があると罹災証明という話に行っちゃうので、それがずれているん

じゃないかというのが仙台市の考え方。

委 員： 怪我したとか、ちょっと切ったとかが被災になるのか。

議 長： これがまた出ないのは、とにかく三陸は台帳が流されちゃっているから。台帳がもう

全くないという状況で、住民かどうかということの区別がつかない。今はＩＴ化してい

るので、それはバックアップしているはずであるのだけれど、このバックアップが民間

に委託したものだからいいかげんで、きちんとしたバックアップになっていないという。

ところが、情報の中身は若干違っても、基本的なものは県が持っている。基本的に被

災なり罹災なり証明を出すのには十分なデータがそこにある。ところが、これがまたい

ろんな情報が漏れちゃいけないというので、教えてはいけないことになっていて、すぐ

には市町村にも教えられない。教えるためにはどうしたらいいかというと、県議会でも

って議決しなくてはいけない。ところが、県議会を招集しても、災害が起きていて議員

も定数に達しないということで、何をやったのかというと、専決処分で全部やったと。

もう「とにかくやれ」と言って、やったと。ちょっとめちゃめちゃな気がする。

市 長： 被災証明と罹災証明について確認したのだが、浦安は中町が全域やられたということ

で、そこに住んでいれば無条件に被災証明を出した。一方で、罹災証明で問題になった

のが、法律の災害救助法は昭和22年で想定が水になっており、液状化という項目がない

ということ。それで、水がどれだけ浸水しましたか、床上浸水何軒ありますかという問

い合わせになる。水なんか関係ないと言って、災害救助法の適用がずいぶん遅れた。そ

してその間、計画停電が３回もあった。

最終的にそれを、国への陳情を繰り返して、５月２日に基準を変えた。今まで大規模

半壊というのはなかったが、大規模半壊の項目、家の傾きに関して入れてくれた。しか

し、そのときでも柱。柱から糸を垂らして１m20㎝の末端で何センチ、何分のいくつ狂
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っているか。われわれは床だと言っているのに、柱。浦安のような軟弱地盤だとベタ基

礎といって、全部コンクリートを張る。通常は布基礎で立壁のところだけコンクリート

を張るので、家を取っ払うと土の部分が多いが、浦安の場合には全部コンクリートを張

ってある。だから、傾くときは全部傾いてしまう。

議 長： くい打ちはやっていないのか。

市 長： 個人の住宅ではあまりない。３階建の住宅などの場合に少々の実施例があるくらい。

５月２日の前と後で、3,600軒の家が半壊・大規模半壊に変わった。半壊と大規模半壊

が認定されて、国の支援が得られるようになった。

議 長： 日比谷公園の周りも全部完全に液状化した。日比谷公会堂だけはくいが打ってある。

あんな古い建物なんだけど、何とか松…。

市 長： 松ぐいでしょう。

議 長： ええ、松ぐいというのを打ってあって、ガシッと大丈夫なんだけど、丈夫だからかえ

ってすごいことになってしまって、階段とかが全部だめになる。

市 長： 要は沈下しちゃうから。丸ビルも解体したときに松ぐいであった。

議 長： それでは、本日のテーマについて、ひととおりみなさんから自由なご意見をいただい

たところなので、これで終了ということでよろしいか。

市 長：どうもありがとうございました。


