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第19回 浦安市賢人会議議事録

１．開催日時 平成26年２月13日（木）午前10時～正午

２．開催場所 都市センターホテル 605号会議室

３．出 席 者 神野議長、大日向委員、松崎市長

欠 席 者 鈴木委員、西川委員

事 務 局 市長公室長、こども部長、市長公室次長、企画政策課長

行政経営室長、秘書課１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

（１）少子化対策について

（閉 会）

●市長あいさつ

市 長： お忙しい中、ありがとうございます。

今日のテーマは、少子化対策浦安版ということで、資料にもあるように、前岩手県

知事の増田寛也氏が昨年、中央公論で「極点社会の到来」という、日本の人口減少と

同時に、子どもたちが少なくなってくると、これは都市部の浦安もかなり顕著にあら

われていて、人口16万2,400人、その中でも丁目で見ると一番多いところで、美浜三

丁目で38.64％というすさまじい高齢化率、それに対して日の出４丁目で1.15％と、

地域内格差が極端な状態になっていることと、来年の３月までに廃校になる小学校が

あり、多いときには１学年200人は超えていた児童が、現在、全ての学年が１クラス、

１年生と６年生は二十数名しかいない状況で、未就学児も20名ぐらいということで、
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このままですと１学年１クラスは当然として、１ケタ、場合によってはゼロもあり得

ます。

実は、昨年の暮れから厚生労働省と内閣府から、浦安から少子化対策の具体的な

ものを発信してもらえないかという話があり、ヒントはフィンランドのネウボラです

けど、妊娠から就学までの途切れのないサポートを日本版でつくれないかということ

で、この１月から、今子育て中のお母さん方や幼稚園、保育園の園長たち、そして保

育士など、さまざまな立場の女性も含めて、かなり細かく話し合ってきましたけれど、

究極は時間とお金に尽きてしまう。

お金のほうは、つまるところ高校、大学の教育費で、議長に紹介いただいたスウ

ェーデンはまさに大学院まで、いつ行っても全て無料という、これを国がやれば決定

的に少子化対策が解決すると思いますが、国の大きな歯車は簡単には動きませんから、

浦安市が小さな歯車から動かしていかなければという思いでいますのです、アドバイ

スをいただければと思います。

●議長あいさつ

議 長： 最近、脅迫を使った政策遂行が多いのではないかと感じます。

例えば国際機関の人口予測で、2030年に日本の人口の４割は外国人になるとの予測

も出ています。これは地球全体で見ると一方で人口爆発をし、他方で異常気象による

砂漠化という状況で、再生可能資源、特に水資源とか生物資源の豊富な日本に押し寄

せてくるだろうと、そう考えると、どういう社会になっていくかはわからないので、

決め打ちをしないほうがいい。

温暖化現象も一方では冷却化していくという説もあって、未来というのは不確実性

があるので、私たちはどんな困難に対応しようとも、そうした状況に対応できるよう

な、力を蓄えておくということが重要だと思います。さらに、この少子化対策でいう

と、目的と手段を転倒するととんでもないことになる。

元々、生物、動物は個体維持本能と種族維持本能を持っているはずが、このところ

そういう本能が発現できないような、つまり自殺とか、種族を残さないということは、

何が起因しているのかを、冷静に考えてなくてはいけないと思うので、むしろ目的は、

子どもたちを育てたい、あるいは子どもたちが育ちたいまちづくりというのが本筋で

あって、産めよ育てよ政策がないわけではないが、子どもたちが本当に健やかに育っ

ていく社会が目的であって、その逆、手段と目的を転倒しないほうがいいという思い
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です。

●委員あいさつ

委 員： 私は少子化対策に長年かかわってきいますが、議長が目的と手段を間違わないよう

にといわれれましたが、そのとおりだと思います。社会保障制度改革国民会議に議長

と参加させていただいて、何を一番強く思ったかというと、少子化とか子ども・子育

て支援に関するプロパーの意見も貴重ですが、それ以外の、例えば議長を筆頭として

医療、年金、介護など、他の分野の視点、アドバイスというのは非常に重いと思いま

した。これまで少子化対策が余りにも視点が狭かったために財源確保も遅れてきたし、

子どものためと言いながら、本当に子どものためになってきたんだろうかと、何度も

反省しながら国民会議に出させていただいていたんですが、やはりまちづくり、少子

化対策というのは結果的に子どもの数が増ふえればいいことであって、原点は、社会

保障のあり方を考える、ここがぶれてはいけないと思います。

それから、きょうのネウボラに関して、これはフィンランドでやっていることで、

それが日本にどう馴染むかといろいろ議論はあると思いますが、決め手はやはりこれ

を動かす人材だと思います。

この人材に関しては、浦安市は2004年から子育て・家族支援者を養成していて、と

うとうケアマネにまで至って、全国でも先を行く好事例の筆頭になるようなことをし

ていますので、培った財産は大事にしていただきたいと願っております。

私も少子化対策で子どもが安心して産めることを願うひとりですが、それを余り前

面に出すことはいかがなものかと思っています。

●少子化対策について

公室長： 本日は少子化対策ということで、先ほど市長からもご説明ありましたが、浦安市内、

ばらつきはありますが、確実に少子化も進んでいます。

合計特出生率も、国あるいは千葉県平均を大きく下回っている状況でして、少子化

対策が喫緊の課題となっていますことから、今回の議題とさせていただきました。よ

ろしくお願いいたします。

議 長： それでは、市の説明からお願いします。

市 長： 今、本市でどんなサポートをしているかということで、妊婦あるいは出産から高校

までありますけれど、例えばもう子どもは欲しくないと、意思で言っているのではな

くて社会的な状況や環境で産めないということです。
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何が課題なのか、やはり子育て中の親御さんから聞くのは、時間とお金の話。お金

は最終的には高校、大学の教育費に尽きてしまうんですが、日々の支援や、中学３年

生までの医療費無償化もやっていますけれど、一時預かり・デイケア・レスパイトは、

実際にやっていますけど、１週間前とか、１カ月前からの予約制になっている。「30

分でも１時間でも１人になれる時間がほしい」、「出産から３カ月、美容室にも行け

ていない」というような、生の声を聞いてきましたので、私立幼稚園や公民館など、

さまざまな場所を使って、手続も簡単で、予約も要らないところにもっていきたいと

思っていて、元町、中町、新町地区のそれぞれの幼稚園と猫実の旧教員住宅、まずこ

こからスタートかなと考えています。また、産後ケア事業というのは、世田谷区がや

っていて人気がある事業、浦安市には東京ベイ・浦安市川医療センターがあり、ここ

のセンター長とも話を進めているところです。

それと、子育て応援ポータルサイトの立ち上げや、子育てケアプラン、これは委員

に、今までご尽力いただいて、子育て・家族支援者の活用はまさにここから来ていま

す。

そういったことから、少子化対策基金として30億円を創造して、10年先を見据えて

活用していこうと思っています。

また、浦安市は90％近くが核家族で、里帰り出産のサポートが欠けている部分で、

出産のために里帰りすると、そこである部分サポートが途切れてしまう、ここをどう

するかということと、途切れのないケア対策の中で、こどもの健診がありますが、６

カ月健診の後は１歳６カ月健診まで空いてしまう状況から、１歳健診ができないかと、

フィンランドでは１人の保健師が就学までサポートしていくようですが、当然、そこ

まで保健師がいませんし、子育て・家族支援者の活用と同時に、１歳時にお誕生日ギ

フトなどの形で再度、行政とつながるシステムをつくっていきたいと考えています。

中、高、大学の教育費については、正直、市が何ともできるわけではありませんが、

現在、給付型の奨学金を検討したいと考えています。

あと、今、若いお母さんたちの家庭での育児力というんですか、かなり悲惨なとこ

ろがあるようで、一日も早く保育園に預けてほしいという、現場の声も聞かれます。

また、妊娠出産教育で、小学校高学年から中学生まで、触れ合い体験をやると全然

違うらしく、核家族で本当に小さな赤ちゃんと触れ合うといったサポートができない

かと、コンパクトシティーだからこそ可能なのではと思っています。
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それと、不妊治療助成も始めようと思っていますが、男性の原因も半分近くあるよ

うなのに男性が一歩踏み出そうとせず、女性に負担がかかっているという声を聞くの

で、男性対策の助成も考えています。

こども部長：資料についてご説明します。今、市長からもありましたが、妊娠から子ども・子

育て支援の流れで、今やっている事業を、これから始まる子ども・子育て支援新制

度になぞらえて、縦串で刺すとどういった形でサポートできるかということで書か

せていただいたものです。

結婚から妊娠、誕生、そして子どもさんが３歳、６歳と成長していく過程で、最初

は妊娠の届け出に来たときに母子健康手帳の交付と、このときに子育てケアマネジャ

ーによる母体の健診や健康面の話、出産時の事情などを聞きケアプランを書いていく

ことを考えています。具体的には、浦安版切れ目のない妊娠・出産・子育て支援の強

化モデル事業案といいますが、母子健康手帳の交付時に、まずケアプランということ

で、例えば里帰り出産も非常に多く、どちらに帰って、いつごろ帰ってくるかという

ようなことを聞きながら、母子健康関係のケアプランを書きます。このときヘルスケ

アの話になりますので、主体的には保健師とケアマネジャーが半年分のケアプランを

書きます。大体妊娠２カ月頃に母子手帳を取りに来ますので、８カ月になる時期に、

物的支援で「こんにちは赤ちゃんギフト」という形でお渡しして、ここでケアプラン

をもう半年分書かせていただき、子どもが生まれたとき、今は乳児の全戸訪問してい

ますので、ここできめ細かく対応し、例えばハイリスクな場合にはしかるべきネット

ワークに、あるいは障害のお子さんが心配でしたら、そちらのネットワークにのせて

いくことで支援していきます。

ポピュレーションアプローチとしては、ケアプランを書きながら、現在、誕生６カ

月から１歳６カ月までの間、行政とのつながりが途切れていることから、お子さんが

１歳を迎えたときにもう一度物的支援としてギフトをお渡しする中で、次のケアプラ

ンを書いていく。できれば１歳半、３歳、そして就学前までケアプランをつくってい

きたいと考えています。

また、ケアプランを作成するときに、子育て支援系の冊子と一緒に綴じ込めるファ

イルを渡して、自分の就労の関係ですとか、どういった子育て支援サービスを受けな

がら子どもを預けられるかというようなことも相談に乗りながら、一緒にケアプラン

をつくっていくことで考えています。
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議 長： どうもありがとうございました。

市長から教育費が大変だという話がありましたけれど、スウェーデンでは「ゆりか

ごから墓場まで」を訂正して、「胎内から墓場まで」と言っているんです。なので、

子どもが授かったときから社会保障をきちっとやっていくという方向に舵を切ってい

る。では、日本の家計構造とヨーロッパの家計構造とどこが違うかというと、家計費

の中で教育費と住宅費の比重が以上に日本は高いんです。何に起因しているかという

と、ヨーロッパの場合、住宅は社会保障省が管理し、社会保障として提供されている。

つまり財政学でいうと公共財と、市場で提供すべきものと政府が公共的に提供すべき

もの、どっちに入れるかということと、ちょうど中間がありますので混合財と言って

おきますが、ヨーロッパの場合は住宅というのが公共財、あるいは混合財で位置づけ

るんですが、日本は私的財で位置づける。つまり、教育も同じで、教育も日本の場合

は、社会の責任や義務という意識がないので、公共財と位置づけるよりも、塾その他

を考慮に入れれば、私的財だという考え方が強いわけで、それが家計に反映されてし

まう。つまり子どもに関していえば、子どもは社会の宝物で、社会全体で育てていく。

だから子どもを持っていない家庭にも、社会全体で育てるために税その他を負担して

ください。という論理がなかなか通用しないわけです。

そういうことで、住宅費、教育費というのが非常に大きな負担になっている社会と、

公共財の領域が非常に広い北欧社会と、前提条件がかなり違うということを前提に、

取り入れることを学んでいかないと、市長がおっしゃったように、日本では、「教育

費が大変・・・」となってしまう、そこは明らかです。国家の仕組みそのものが。だ

から市町村ではどうしようもない、だけど、どこかが先端的にやるとそれが波及して

政府が動かざるを得なくなるというのは、社会保障、日本の福祉国家化がそうやって

きたので、浦安が突破口になってやっていくことはいいことかなと思います。

それで、お金のほうはというと、そもそもお金を私的に使わざるを得ないような社会

構造の中で、どういうサポートをするかということかなと思います。

それから、胎内からということでいうと、私の住んでいるところでは子どもを産む

ことができる病院がないんです。しかも出産年齢が高年齢化しているので、出産時の

トラブルも多いようですから、おなかから出た瞬間小児科になり、特にそういう場合

は小児外科ですが、余りないんですね。なので、たらい回しのような状況になったり、

結局、小児医療センターなんかでも県内が満床だと近隣県に行かなくてはいけない状
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況になりますから、浦安の状況はわからないですが、まず現物面の状況がどうなって

いるか。トラブルが起きたときにはどういうメカニズムになっているのかというのが

１つ重要。

また、子どもを産まないとか産みたくないという理由は、ぼんやりとした不安で、

その１つが出産時のさまざまなトラブルや、医療的な不安、もう一つは、ちょっと広

いのですが、この日本の社会で、本当に自分の子どもは幸せになってくれるだろうか

といった不安、これは結構多くて、そういうぼんやりとした不安があるようなので、

そこはやっぱり重要かと思います。

それから、時間の関係では、スウェーデンは、保育園でもさまざまな形態があるわ

けです。常時預かる日本でいうと保育園、向こうはプレスクールというものがあって、

そのほかに保育園に行っていない子どもたちが行っているオープンスクールがあって、

そこはいつもお友達がいて、保育士さんというか、資格を持った人はわずかしかいな

くて親たち、お友達をつくれるところ、それから、お母さんが、カルチャースクール

などに行くときなどに一時的に預かってくれるようなところもあり、さまざまなニー

ズに応じた多様な形態がある。

僕は金をあげるというのは好きじゃなくて、貧困もそうですけれど、貧困になって

いる事情というのは多様で、地方自治体の貧困対策というのは、まさにそういう多様

な状態に合わせて打てるということ、国は一律にならざるを得ないので、そうすると、

子育てについても多様なニーズがあって、ニーズごとに打っていくということ。日本

人は画一的に打つと公平だというんですけれども、そんなことはなくてニーズが違う

以上、ニーズに応じて打つということが公平だと思いますので、そういう多様なニー

ズに応じた打ち方、ここではそういう考え方になっているようですので、この方向で

いいか思います。だから一歩一歩進めていくしかなくて、それは徐々に打開していく

ことかなと思います。

委 員： 市長の説明で、本当にきめ細やかにいろいろ考えていらして、浦安が変わると期待

感を持てていいなと思うのが率直な感想ですが、きめ細やかにいろいろ打っているけ

れど、総花的になってしまう面がないか、ちょっと気になるといえばその点です。

そう感じます。

市 長： そう感じるんですよ。

委 員： 子育て期に利用したい支援だけつまみ食い的に使って、またどこかに出てしまうよ
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うな便宜的に利用する市民を増やすだけに終わるとしたら勿体ないですね。そうでは

なくて、産んで育てるときの困難を、浦安に行くと支えてもらえる。というような重

点的戦略が必要かなと思います。

一つ参考になるのがこの「赤ちゃんポスト緊急下の女性（柏木恭典）」という本な

んですが、こうのとりの慈恵病院の事例をドイツと比較しています。日本は赤ちゃん

ポストのときは非常に批判して、子どもの最善の利益を奪うとか、いろいろ批判した

けれども、ドイツではそうではなくて子どもを捨てるということに関して、生に向か

う遺棄と死に向かう遺棄分けて、生に向かう遺棄は罰してはいけないという議論があ

ったそうです。死に向かう遺棄と生に向かう遺棄の違いというのは、例えば赤ちゃん

をポストに預けるときに、毛布にくるんだり、赤ちゃんがとにかく発見してもらいや

すいところに捨てるお母さんとごみ箱に捨てて、そのまま命がなくなっても構わない

というかのような捨て方では違うんだと。そういう生に向かって捨てると言いますが、

捨てざるを得ない親、女性たちは本当に声を発することができないし、例えばこうい

うところにたどり着くことも実はできないはずなんです。そうした底辺で苦しんでい

る人々を支えていくため必要なのは政策論を超えた公共空間をつくることで、その点

の議論が日本は足りなかったと柏木さんは指摘しています。行政が、国が、基礎自治

体が何をすべきかという議論はいろいろしてきたけれども、そこだけで完結するわけ

ではなくて、ＮＰＯとかＮＧＯとか、さまざまな市民力というものを、どう抱き込み、

それを行政と一緒に発揮してもらうかと言うストラテジーをつくっていくかというこ

とが、これからの対策に必要だと思います。

浦安市は基金を創設されて、市がいろいろ打ち出してすごいですが、一方で、浦安

市はすでに大きな財産を持っています。

高齢化が問題とされているわけですが、子育てが終わった世代がいて、子育て・家

族支援者はその最たるものですけれども、親を支えようとする人たちの力を抱き込み

ながら、市と市民と一体となって、１人も欠かすことなく浦安に来たら守り抜きます

という、そういう市長の力強いメッセージこそ、前面に出していただきたい。

それは「もう一人」じゃない。「もう一人」だと、１人いるうちにもう一人産んで

くださいという、そんな考えではないのはわかっていますが、産めよ増やせよ的な印

象を持たれてしまう。そうじゃなくて一人っ子でもいいんだと。とにかく、法の網の

目に引っかからない女性たちも、ここに来たら見守るんだ。旗を振るのは市ですよと。
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でも、浦安市はそれだけではなくて、市の旗振りのもとに市民がものすごくバックア

ップして、支えてくれるんだということを打ち出すことが、他の自治体にないものだ

と思います。

入学祝い金とか現物給付はありがたいけれど、なくてもいいかもしれない。

そういうところにお金をこちょこちょと使うよりも、医療費は無料になりますとか、

レスパイトも無料に近いような３時間1,000円で預けることができるとか、それから

産後のケアも、必ずしも無料でなくていいとは思いますが、低料金で利用できだけれ

ども、そこには市民もサポートしてくれて、あそこへ行くとみんなが守ってくれる自

治体なんだというような打ち出し方が、実はネウボラにもつながっていくんじゃない

かなと思います。

１つお金のことで、やっぱり教育費が大事で、高等教育費が大事だとなると無謀な

提案なんですが、浦安市立大学をつくれないですか。そこはもう優秀な学生なら全部

授業料ただみたいな。

議 長： いざつくるとなると相当財政的には大変ですよ。

市 長： 年間10億円以上は出ていく感じです。なおかつ人事権はどちらかというと県教委と

一体にならないといけない。調べていくとメリットがあまりないという。

委 員： 団塊世代の教員が今、次々と定年になっています。そうするとその人たちは、給料

がなくても自分の教育歴や研究成果を次の世代に伝えたいとか、そういう世代の人を

半数くらい置いたら人件費は安く運営できるんじゃないかと、無謀かもしれないんで

すけれど。

議 長： スウェーデンのように、例えば医者になるのに、必要な単位を取らなくてはいけな

いと。この単位は何々大学で取り、この単位は何々大学で取ってオーケーという場合

には、労働者が基金でつくった大学なんかが、この講座はストックホルム大学の単位

とみなす。と、こういうことをやって、社会人教育というか、お互いに学び合うよう

な形でできないわけではないですが、ある要件だけを満たすという、一部の講座だけ

をという制度ができるのであればだけれども、日本ではできないですね。

委 員： 子育てする方が不安を感じるのは、お金と時間とおっしゃるのはそのとおりで、時

間というところを集中的に打ち出して。

市 長： 精神的にも大分違うみたいですね。

委 員： 一時預かり、使いやすいし、いざというときにエンゼルヘルパーもあるし、レスパ
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イトもあるしという、そこを打ち出していくということも大事ですし、あとケアマネ

のさらなる活用ですね。ネウボラの一番魅力的な部分は相談体制、ケアプランをつく

ってもらって、この先、子どもが何歳になったらどうだということを教えてもらえる

という、そこだけでも強力に打ち出すことも戦略でしょう。13事業というのはどこの

自治体もそれなりにやっていらっしゃるのですが、それらをつなぐラインが浦安市は

ケアマネさんの活用で可能になると思います。

市 長： うちは公立幼稚園を14園持っている珍しい自治体なんです。これが実は半分ぐらい

定員割れをしていて、この14園のうち８園を認定こども園にできるかなと、これで大

分違ってくるのではないかと思っているんですけれど。

議 長： あとは、お金と時間を突破するやり方、委員がやっているような運動で、市民を動

員する。そうすると、リタイアした人をはじめ、子育てが終わった世代、つまり市民

全体で子どもを育てていきますというもとで、動員できないわけではないですよね。

社会全体の共同作業なので、市民全体でやっていくんだということで、子どもを持っ

ていないというか、子育てが終わった世代とか、そういうところはきっかけはつくれ

なくはないですよね。

委 員： ベビーカーを押してまちに出ると、皆さん、声をかけてくださるとか、駅へ行っ

てエレベーターの下にいるとみんなが手を貸してくれる。浦安って本当にやさしい

まちだというイメージですよね。

それから今、子ども・子育て会議で議論されているのは、一時預かりをするとき

保育者は、２分の１を保育士にしろということなんですね。それは保育士不足が深

刻な今、現実的でないだけでなく、一時預かりの特性に合致していないと私は考え

ます。

一時預かりは、いつ、どんな年齢の子が来るかわからない。ですから、保育士の

人数を国基準であわせるよりも、むしろ、保育者をふやして、一人当たりの保育者

が担当する子どもの人数を少なくして、細やかに対応することのほうが大事なんで

す。

ニ分の一を保育士にするという基準に縛ることは保育する人が少なくなって、か

えって危険です。また一時預かりをうまく機能させるためには、いろんな人生経験

がある、中高年世代の意識が有益な面が大きいです。養成校を出たばかりの若い保

育士もいいけれども、それだけで半分でやれる事業ではありません。親の生活やニ



11

ーズに寄り添えるだけの人生経験が保育者には必要です。経過措置で、今は認める

となったんですけれども、いずれその流れになったときにご提案したいのは、保育

士というのは国家資格でとれるので、３級の講座の認定者が保育士バックアップ講

座で資格をとれるようなシステムをつくることですね。

市 長： 人数は増える一方ですね。

委 員： そうすると、増ふやすことはできる。だから、マンパワーをどれだけふやしていく

かということが１つのポイント。

市 長： やっぱりマンパワーに行きついてしまう。保健師もそうだし。

議 長： 長野県の栄村では、成人全員、村民に介護士の資格を取らせているんです。全部高

齢化してしまっているから、お互いに介護し合うと。

委 員： もう一つ、少子化対策はまちづくりだと思っているんですが、高齢化率が高くて小

学校が廃校になるとかありますね。その跡地利用は何か。

市 長： 後利用の話が先行してしまうと、子どもたち出ていけみたいな話になってしまうの

で、これからです。

委 員： ですから、そこをあえてこのネウボラ的な拠点にするとか、子育て支援の拠点にし

て、ベビーカーやお母さんたちがたくさん出入りすると、高齢化率が高いところで子

どもが高齢者と行き交うこともできる。小学校の廃校は残念ですけれども、逆転発想

で、かえって子どもがあふれるまちづくりもできるかなと思います。

議 長： 学童保育はどういう仕組みになっているんですか。スウェーデンでは小学校をつく

ると隣にプレスクールというか、就学前施設をつくっているんです。小学校が終わる

とそのまま学童保育の施設になるんですが、日本はそういうふうに併設しているとこ

ろは余りないですよね。

委 員： 非常に学童対策は手薄です、法的にも、財源的にも。やっぱり文科省と連携強化を

して、小学校と連携しないと進まないのではないでしょうか。

こども部長： 浦安市の場合、18の小学校があり、小学校区ごとに学童保育があるんですけれど、

そのうち校舎の中に学童保育の拠点をつくっているクラブも結構あります。

年々、学童保育の需要が高くなっていて、これから五、六年生の受け入れまで考え

ると、学校施設を借りるしかないんですけれども、学校側との調整も難しいところも

あり、もちろん学校側も使う施設ですので、調整をしていかなければならないのです

が、まずは、学校を使うということを大前提で考えていますけれど、困っているのは
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確かです。

委 員： そのときに公立小学校は使わせてくださらないところもあるんですよね。

こども部長： 教室自体が余っていないところは、なかなか。当然、放課後は子どもはいなくなる

んですけれども、そこを合理的に使えれば一番いいんでしょうけれど。

指導員の問題も大きな問題で、契約の関係もあ、非常に不安定な雇用条件のもとに

働いている方が多いので、平均３年ぐらいでおやめになるという状況もあるというと

ころです。

委 員： それから高学年生ぐらいの発達障害系の子どもに対して、女性ではうまくハンドリ

ングできないことも少なくありません。団塊の世代の男性で、子育て・まちづくり支

援の認定を受けた（＠ＮＰＯ法人あい・ぽーとステーション）まちプロさんたちを千

代田区の特別支援の活動にトライアルで活用してくださって、とてもくよかったと言

われていて、団塊世代の男性たちも地域のために役に立ちたいと言っていらっしゃる

ので、放課後クラブなどにもどんどん活躍の場をいただくと、お互いに生きがいも持

てるし、いいかなと思いますけれど。ここでもやっぱりマンパワーでしたね。

国は、マンパワーというと、保育士資格を持っていること、となるんですけど、何

かそれでは余り現実的じゃないように思うんで……

市 長： これから、学童保育の問題も大きな問題になってくるんです。

委 員： 報告書だと６年生まで対象とする、義務ではないけれども、一応一つの目安として。

そうすると、６年生の子どもは常に利用するわけじゃなくて、長期休暇の時とか、そ

ういうときですよね。そういうスポット的な利用をどこで生かしていくか。

市 長： 議長が先ほど言われた住宅費と教育費の決定的な違いと言われましたね。

議 長： 住宅というのは、そもそも社会保障として決めて、つまり公共財だと決めている国

と、日本とアメリカのように、これは私的財、個人個人の責任だとして出していない

わけですよね。アメリカはもうしようがない、じゃ、低所得者に対して家を持たせよ

うといってサブプライムローンになるわけですよ。社会保障政策みたいな感じで出し

たわけですよね。

委 員： 公共財というのは家賃ぐらいは出すんですか。

議 長： 出さないところもあるんですが、スウェーデンはそもそも市が全部土地を持ってい

ますから、市有地に家を建てることになるわけで、すると、賃借料を払わなくてはい

けないんですけれど、日本でいう固定資産税。
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市 長： 土地の概念が違うんですね。

議 長： 土地の概念が全く違うのと、日本ほど私的所有権が強くないところがあって、だか

ら向こうは住宅はとにかく社会保障として出すと、ところが日本の住宅政策は建設省

がやっている、建設省の発想方法で住宅をつくっているわけです。

社会保障として住宅をつくっているわけではないと。だから家賃補助から始まって、

つまり基本的にはスタンダードに保障するという考え方になっていて、そこが全然違

う、なので家計構造も違う。

委 員： 信州のほうの村で、子育て家庭に、一戸建てを月に１万か２万で貸して。

市 長： 村おこしでありました。浦安のはワンルームなんかに住んでいて、結婚すると家賃

が高いので出ていってしまって。昨日も別なところで議論していて、家賃補助とか、

またお金になってしまう。

議 長： 住宅費が日本の場合には非常に大きなウエートがかかるという。

市 長： 今まで聞いていた結論は、教育費がスウェーデンみたいに無償化になれば、安心し

て子どもが産める。これは国会で議論する、文化と歴史が違うという決定的なものが

あるんですよ。

議 長： 向こうはやり直しの教育もタダなので、かなり高度な資格だって取り直せるわけで

す。しかも教育休暇といって１年間無償で保障されますから、有給で。そういう発想

が日本にはないですね。

市 長： それでやれるのは全部対症療法なんですね。

委 員： 対症療法にならないための施策が今回のこの考え方だと思います。よく浦安を選ん

で声をかけてくださったなと、どこの自治体も、13事業はやっているんですけど、つ

なぐマンパワーがないのと、基盤がない。だからここを強力に打ち出すということも

必要かなと思って、教育の公共財は難しいとしても、住宅の公共財も難しいとしても、

子ども産むことを浦安市の公共で支えるみたいなメッセージ性を出したらすごくいい

と思います。それがやっぱり冒頭、議長がおっしゃったことですが、目的と手段を間

違わないようなメッセージは絶対必要なので。

市 長： 全国の首長たちが集まるんですけれども、子育て、少子化対策に話がいかない。圧

倒的に高齢者対策なんです。高齢者をいかに元気でいてもらって、医療費を削減

する、介護費を削減するというところがほとんどで、気づいていないのかなとは

思うんですけれども。
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委 員： 今、社会保障制度改革でも高齢者介護医療改革がかなり前面に出ましたから、そち

らに目が奪われていると思うんですけれども。

市 長： 今度は子育てが入りましたね。

委 員： 言われているんですよ。でも、13事業もすでにやっていますから、みたいに済まさ

れがちです。基礎自治体が主体だと言われても、具体案がなかなか浮かばないかも知

れません。でも浦安市はエンゼルヘルパーから始まって、いろいろととても先駆的な

ことをされてきていますから、この仕組みの並べかえで済むところがあるんですよね。

先駆的事例として、浦安市に注目が集まるでしょうね。

議 長： スウェーデンでも、前にも言いましたけれども、高齢化率が高くなると子ども充実

施策を打ちます、そのほうが高齢者対策になるんです。つまり子どもは１人で来るわ

けじゃないから、子ども誘致をすれば、ここで子どもを育てたいとなれば。

市 長： いろんな対策をやるよりも、一発、大学だけでも無償化を決定すると、出生率は絶

対上がると思っているんですよ。

議 長： 高校までは今のところ無償化の方向で動いているわけですよね。ただ、日本はどう

してだかわからないけれども。

委 員： 塾とか。

市 長： 子育て中のお母さんたちも習いごとがすごいんですって。

議 長： そこは前にも言いましたけれど、スウェーデンは住民が教えているわけですよ。住

民のやっているサッカークラブや絵のクラブに入いる。また、住民が子どもたちに絵

を教えている。

委 員： それをやったらどうですかね。おけいこ、英語と。

議 長： 英語とかだったら教えられますよね。

委 員： 英語とスイミングとピアノと空手、柔道、あと習字。

議 長： それに似たので、スウェーデンでは学習サークルというのがあって、国民の大体半

分が学習サークルに通って勉強するんですが、市民がお互いに教え合うので、教師は

いない。政府は場所を提供するだけなんです。

委 員： 浦安で、小中学生を教える塾をつくって、その先生を大学生がやる。浦安の大学生

がそこにバイトできるとしたら、居酒屋でバイトしないで済むわけです。

議 長： あと定年退職した人は、幾らでもいますよ、英語できる人とか。お互いに、その場

合、テキストを使うとかというようなことになったら市が全面的に出しています。
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委 員： そういうのに疑問を持っている親も多いんですよね。本当にそれでいいんだろうか

と。でも、代替のものがないから行かせざるを得ないということで、モデルを示すこ

とが必要ではないでしょうか。そういうのをいっぱいやったら、そこは教育費ゼロ、

かなり助かりますよね。

市 長： ある意味現物給付ですね。

委 員： 市民もうれしいですよ。先生になれる。

議 長： やりがいがあると思う。

市 長： 確かに団塊の世代の大学教授たちが。

委 員： いっぱいいますよね。それが浦安に結集して、子どもたちが来ますよね。あの人た

ちに教わりたいと。

議 長： 高齢者のために単に働けといっても、いろいろいるわけですよ。例えば看護師の資

格を持っていたら、向こうはリタイアというのは職を譲ることで、年をとってから看

護師さんをやったら職場を奪いますからやっちゃいけないんですつまり失業が若い人

にたまるので、職を譲ってあげる。だから若い人は自分に職を譲ってくれたから年金

も払いますよ。ということになるわけです。

この間、フランスが60歳から62歳に年金の開始年齢を引き上げたときに、動乱を起

こしたのは高校生です。ヨーロッパの労働組合というのは先任権が確立しているので、

勤続年限の短い人から首を切られるわけです。そうすると若い人に失業者が増える。

なので、不況になれば当然のことながら年金の開始年齢を引き下げろと。そして、

我々に職を譲れという運動をやる。

委 員： 職譲れプロジェクト。

議 長： そうです。職譲れと言っているぐらいなので、その人たちは何をやるかというと、

ボランティアをやるんです。

市 長： 別な道をいくしかない。

議 長： お医者さんでも何でもできるわけですよ。ボランティアでやると。彼らにインタビ

ューすると、今が一番やりがいがあると。なぜなら、若いころは金のためだっただけ

れど、今は純粋に医療の目的のために社会に尽くしているんだと。

市 長： 議長が言われたスウェーデンに、最初に行ったとき、退職者連盟、あそこへ行った

とき、現役より今のほうが忙しい。といった生の声を聞いてびっくりしました。

議 長： そういういい面を見たほうがいいんじゃないかと。
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住宅問題さえ解決していれば年金で生活できるはずなので、そういう人たちが、本

当に社会のために貢献できる喜びを味わう機会を与えますということと、それによっ

て公共サービスが提供できる。もともと本来公共サービスというのはそういうものだ

ったので、教会なんかもシンボルにしながらお互いに助け合いでやっていたはずです

から。

委 員： プロジェクトなんですよ。支え、支えられて。

オムソーリプロジェクトみたいにして、高齢者も子どももお互いに支えあう地域、

浦安を市が全面的に構築しますみたいなほうがインパクトがあります。ここまで子育

て支援を語ってくださる首長は余りいません、全国を見ていて。だからぜひ、日本版

オムソーリをつくってほしい。

公室長： 先ほどスウェーデンの、公共財、もしくは混合財とおっしゃいましたが、混合財と

いうと具体的に。

議 長： 混合財は、完全な公共財でもないし、完全な市場で取引する財でもないので、政府

が介入するわけですよ、補助金を出すとか。政府が何らかの形で介入する財だと考え

られている。つまり市場原理で提供するんじゃなくて、何らかの形で介在していくも

のだという前提になっています。

公室長： スウェーデンでもそういう完全な公共財じゃなくて混合財という考え方があって実

践しているんですか。

議 長： 料金を取るというのが混合財だと考えているわけです。料金を取る、例えば水道料

金を取るというのは混合財だと考えている。純粋な公共財だったらただで提供すれば

いいわけです。

市 長： 議長、アベノミクス効果は徐々に形になってくるんですか。

議 長： どうですかね。実態経済がそもそも上がっていたわけじゃないので、貨幣をばらま

いたという感じですね。それで、為替を円安にしたということに伴う効果だったわけ

ですけれども、前にも言いましたが財政収支が赤字で破綻する国はないんですけども、

経常収支が赤字になると、国民経済全体の資金不足という状態に陥りますので、危機

的な状況なんですが、結局、円安にしたけれども、輸出は伸びずに価格の高騰によっ

て輸入に食われて、ここのところ貿易収支が赤字の上に、所得収支を食ったものです

から、経常収支が３カ月連続かな、赤になったでしょう。あれが恒常的になると危な

いですよ。資金ショートという状態になるので、どこかで締めなくてはいけなくなる
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んですよ。そうすると、今までやっていた政策が打てなくなりますし、円安をアメリ

カが容認しているだけの話ですから、アメリカも順風満帆じゃなくて財政のがけとか

また来ると、円安を認めないということになると円高に振れますから、効果がどこま

で続くかということですね。

市 長： 今日は、随分といいヒントをいただき、何かもやもやしていたものが吹っ切れまし

た。ありがとうございました。


