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第２０回浦安市賢人会議

１．開催日時 平成26年７月18日（金）15時～17時

２．開催場所 都道府県会館 409会議室

３．出 席 者 神野議長、鈴木委員、大日向委員、西川委員、松崎市長

事 務 局 市長公室次長、秘書課長、企画政策課長、行政経営室長

４．会議の概要

（開 会）

(1) 市長あいさつ

(2) 議事

これからの自治体運営について ～委員からの提言～

（閉 会）

●市長あいさつ

市 長： 今回は、平成25年度の賢人会議報告書を取りまとめる中で、委員の

皆さまから提言をいただいておりますが、ぜひこの提言を掘り下げて、

今後の浦安に反映させていきたいと思い、テーマとさせていただきま

した。

去年の12月ですけれど、日本創成会議が発表した「極点社会の到来」

のなかで、2040年までに896の自治体が消滅するという結果が示されま

した。

全国の市町村長たちと話しをしますと、名指しされた896の自治体は、

かなり萎縮しています。

本市も少子化については、数年前から何とかしなければというのが

あって、新浦安駅のすぐ近くの入船北小学校が、26年度いっぱいで閉

校となります。

一時期は、1,300人居たんですけれども、今、全ての学年が20人から

30人でクラス替えもできない。またこの学区では、未就学児、ゼロ歳

から５歳児まで同じ状態ということで、何とかしなければいけない。

今、内閣府、厚生労働省から、浦安市から先進的な少子化対策を具

体的に発信してほしいと熱い視線が寄せられていますので、真摯に向

き合っていきたいと思っています。
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●これからの自治体運営について～委員からの提言～

公室次長： 議事に入らせていただきます。今回は委員の皆様一人一人、ごあい

さつを兼ね、提言の趣旨やお考えをご説明していただきたいと考えてお

ります。

それでは議長から発言していただいてよろしいでしょうか。

議 長： わかりました。

いつも言いますが、子どもが育ちたいまちというのは、緑とか人の

絆があふれたまちであって、そういう心豊かなまちを目指すべきだと

いうことです。

極点社会とか前からわかっていることなのに、何で急に自治体が消

えると、わずかな期間に1,300の市町村を減らしておいて、これからま

た500（市町村）消えていくと脅迫する。余り強迫観念に駆り立てられ

ないほうがいいと思っているんですが、私が浦安市に申し上げたかっ

たことは、具体的な政策よりもむしろ、人間を目的とする地域社会を

つくっていくということ。

「人間はどうして人口になったのか」、人間を目的とする社会ではな

く、人間を手段とする社会になろうとすると、人間は人口として観念

されてしまうという論文があります。

くれぐれも浦安は人間を手段というふうに考えずに、人間は目的な

んだということを考えて、市民のために政策を展開すべきだという趣

旨です。

極点社会という論文を見ていただくと、おわかりのように、明治維

新、つまり近代になると急激に、人口が増えて、これが反転するとい

う図を見せられていると思うんです。私は、当然長期、非常に大きな

トレンドの中で人口が伸びていったのが、もとのトレンドに軟着陸す

ると読んでいます。

環境問題から言うと、ある生物の種が、ある一定の環境のもとで生

存できる個体数は限界があるという、環境容量という概念があるんで

すが、いろんな議論があって言われているんですが、多くの意見は、

生活をしていくのに7,500万人というのは、いい人口ではないかと。

市 長： 日本の場合。

議 長： 日本の場合。この自然条件等々を考えると、と言われているようで

す。

独身者婦人連盟の大久保さわ子さんが書かかれた「独身中高年女性

の税金問題」という論文で、太平洋戦争が勃発するのが昭和16年の12

月ですので、その１月に、人口政策要綱案が閣議決定されることを紹
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介しています。

当時、厚生省はフランスの政策をまねて、子どものための融資機関

をつくり、当時、フランスで導入していた独身者税を導入しようと計

画します。「産めよ殖やせよ」の時代です。これは人間を労力とか戦力

の手段として見るようになると、こういう現象が起きてくる。

彼女が指摘しているのが、男は25歳、女は20歳を標準に、数値目標

をつくって結婚しろと。結婚費用は国がちゃんと貸与しますと、結婚

しなさいと。５人以上産めば返済無用、免除してあげますよという政

策です。さらにフランスをまねて独身者税をつくり、30歳以上の独身

者と、子どもがいない人に税金と。当時の財政学者で、京都帝国大学

の教授、汐見三郎先生が、「とにかく若い者は、良縁があり次第結婚す

る。愛情がないと結婚できないとか、変な理想や見栄にとらわれてい

ると、高い税金を課せられまよ。」とコメントを載せている。

あめとむちの政策で結婚させようとした時代があって、この大久保

さんは、そんなこと言っても、男性は戦死していて、結婚したくても

できないのにと書いている。

私が生まれたのは終戦直後ですが、このとき人口は7,200万人、さっ

き7,500万人と申し上げましたけれども、7,200万人だったんです。

すると政府は移民政策を打つんですが、どんどん人口が増えて、そ

して1968年に１億人を突破すると、政府は産児制限を打ち出すんです。

計画的な出産、理想的な子どもの数は２人とか、標準家族というの

は、この辺から出てくる。少なく産んで豊かに育てるとか。

また、このあたりから避妊、産児制限という、子どもの数を少なく

しようという、大々的な運動が行われます。「ふたりっ子政策」という

か、２人までというキャンペーンが打たれてくるわけで、きちんとし

た避妊と正しい知識とかどんどんそういった方向に動いて、それがい

かなる結果をもたらすかはわかっていたと思うんですが、急に路線が

変わって、慌てさせられているということが一つ。

ただ、間違えないようにしなくちゃいないのは、子どもたちという

のは、普通には愛情の結晶だと言われていたのが、政府は経済成長を

維持しようとするために、2050年に人口を１億人にしておく必要があ

る。そのためには２.（てん）何人の子どもを産まなくちゃいけない、

そのための政策を打つ。また、年金を安定化させるためとか。とにか

く唯一というか重要な手段は、出生率を引き上げることだと。趣旨は

そういうまちにしないでほしいということです。

それともう一つ、これは統計をやっている人だったら誰でもわかる



4

ように、長期的なトレンドを見るときに、母数は大きい場合にはおお

よその傾向値をやるわけですから、まあ、未来を予測できても、母数

を小さくしたらほとんど意味がないという、そんな何とか町で五百何

人しか人口がいないときに、長期的な傾向でやるといったって、仮に、

どこかの企業が来たとか、それによって全然違うので意味がないと思

うんですけれど、それを市町村に全部割り当てられて、何か「あなた、

がんですよ」と言われたような驚きをもって、市町村長は大変だって

狼狽している。

市 長： すごく萎縮していますよ。

議 長： 日経新聞にいらした記者の松本克夫さんの論文では、市町村別の出

生率をプロットしていくと、消えていくと言われている村と一致する。

つまり出生率の高いところから消えていくという論理になるんです。

例えば、日本で一番出生率が高いのは、鹿児島県にある町ですが、

まず消えるという、非常におかしなことが起こっている。

人口は東京圏、東京などに一極集中したわけですが、これ２つあっ

て人口が過剰な地域からどんどん押し出されてくるプッシュ要因と、

労働市場があるところがプルしていくというのとが、重なって起きて

きたわけです。逆転して、地方に若い人たちがいなくなったときに、

本当にプッシュ要因、働きますかということなんです。プッシュ要因

は働かずに、プル要因で本当に東京は、労働市場で全国から吸収し続

けるということが、あり得るでしょうか。

ちなみに、ヨーロッパでは、人口が分散して近代以前のような人口

の分布状態に戻っていくと予測している。

日本はそうじゃなくて、みんな東京を目指してということが、（人口

が）減少してもなお続く想定になっている。ところが実際には、逆流

現象が起きている。

例えば、隠岐の島の海士町では、産む、子どもたちが増えているん

じゃなくて、吸収し始めていて海士町に人口が集まっている。ところ

が海士町も真っ先に消えることになっている。つまり人口が増えてい

たり、出生率が高いところから消えていくということになる。そうい

う増えるという現象はなぜ起きるかというと、反転するんです。

お年寄りだけしかいない町でも、お年寄りのためのサービスが必要

になりますから、そこに労働市場が当然起きるわけで、そういうとこ

ろに働きに行く人たちが増えたり、理屈はいろいろ、地域支援何とか

隊とかって言っているんですけれども、どんどん地方に戻るというの

ができている。かつ、大学なども地方の公立大学とかの受験者のほう
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が増えていって、日本はそれほど見捨てたものではなく、世界的に見

ると高いというほどではないけれども、生まれた場所に居続けたいと

か、そういう人々は結構いるということを状況認識していただきたい。

ああいう脅しが、なぜ効くのかというと、あれは脅すことが目的で

すから、反転したときに起きてくる現象を評価しない。

これはどういう理屈に基づくかというと、過去10年間に起きていた

現象については、一時的な現象かもしれないので、長期的な現象とは

言えないとして、10年間に起きたことについては２分の１を掛けるん

です。

つまり、人口が減少していったときの傾向が勝ちますから、海士町

のように人口が増えているところは２分の１で評価されますし、この

傾向が長期トレンドとしては、全体トレンドの中のわずか10年間で起

きたことは、２分の１で評価されますから、結局消えるという、巧み

なテクニックが使われて、結局増えたところや、出生率が高くなって

ようやく増えたところが、真っ先に消えていくという現象が起きる。

自分のまちで、ここのまちで子どもたちを育てたいとか、ここのま

ちで子どもたちを育みたいという政策を打っていけばいいので、本質

を見忘れないようにというのが、私が書いた趣旨です。

委 員： 私も消滅社会の話は随分聞かされて、千葉県内でもいくつかの市に

アドバイスをしているものですから、どこも869（自治体）の中に入っ

ていて、慌てているような面もないわけじゃないんですが、やっぱり

すぐに打つ手はないという、そういう状態のようです。

少し言いますと、今は明治維新のときと非常に重なっていて、大震

災もあって、この150年、200年弱のあいだで人口も江戸末期、大体6,000

万人と言われていたわけですから、約倍になっている。

これは法律の世界でも憲法学者はいろいろいて、ある方と雑談をし

ているとき、国家というか、ネーションの概念が出てきたのは、1840

年の諸国民の春と言われる、フランスの２月革命のころから、国民国

家と言われるものが生まれてきて、1840年から明治維新は20年後です

から、わずか20年で近代国家になっている。

非常に早い速度で近代国家になったと言えますが、「近代国家って何

だ」と聞いたところ、「これは徴兵制です」と、ストレートに返ってき

てびっくりした。

また、非常に納得をしたわけですが、国民国家というのは、ネーシ

ョンですからナショナリズムと重なってくるわけですけれども、その

国民国家を守るためには総力戦で、自分たちの民族を守るという、そ
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ういうイデオロギーというか考え、思想なんだと。ですから必然的に、

国民という概念は徴兵制と結びつく。

そういう国民国家という枠組みが、200年近くたって、そろそろ瓦解

し始めているんじゃないかということなんです。

憲法学者は大体、ＥＵを見ていますし、中長期的には東アジア共同

体みたいなのも考えているらしく、いわば国民国家の境界というか国

境とか、そういったものは、我々が考えている以上に曖昧なものであ

ったというのが、歴史的には長い。

例えば、12世紀とか13世紀とかという時期を考えてみた場合に、果

たして今のような国境という概念があるのかどうかも、非常に疑わし

いわけで、いずれにせよ、200年ぐらいの間に国境とか国家というもの

が決まってきた。

歴史で見たら、1,000年、2,000年近くは、むしろ国境が曖昧なボー

ダーレスな社会のほうが圧倒的に多かったというふうに見えるわけで

す。

日本人の幕藩体制でいうと、国というのはまず藩であるわけで藩の

下には、かなり自立性の高い村とか町とかがあって、今の時代から見

れば物すごく分権的なシステムができ上がっていたわけです。ですか

ら、そういう幕藩体制のもとでは天皇陛下は一応いますけれども、国

家という概念がない。

国というのは、せいぜいのところ、町を超えた、ちょっとまとまり

のある藩が国というような、そのぐらいの範囲であった。そういう点

から見ると、非常に偏狭な考え方に、我々は毒されているんじゃない

かという気もしますし、近代国家を脱却するといろんな形が出てきて

いると思うんですが、グローバル化もそうでしょうし、ＴＴＰもそう

だと思いますが、そういう日本がある面で人口減少になっていくとい

うのは、適正規模に戻っていくという感じもないわけではないですが、

実は、国のあり方というものが大きく変わらなきゃいけない。

浦安市をどうしていくかというときに、アメリカでは、コンスティ

テューショナル・エンジニアリングというのがあって、訳しようがな

いんですが、コンスティテューションは「憲法」なんですけれども、

憲法をテクノロジカルに、いわば技術的に見るというような発想があ

るんです。

ヨーロッパにもあるわけですが、どうも日本の分権の元もとからす

ると、地方自治法なり地方公務員法なりが、相当、自治体をがんじが

らめにしていて、今でも総務省がどう言った、ああ言ったと、霞が関
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が締めているわけで、自治体は、権限をよこせというところまでは何

とかやってきたわけですけれど、その後どうするというような、それ

を反駁できるだけの、自治体の側にポリシーや、そういうエンジニア

リングというか、浦安をどう回していくか、浦安の社会、人々も含め

て、市役所と一体になってどういうコンスティテューションが、体制

がいいのかという話になっていくんですけれども。そういう中で制度

面、組織面に光を当ててみたわけですが、私がイメージしているのは、

実は高齢者をどうするかという話より、職員の人事制度というか、組

織をどうするかが決まってこないと人事制度は決まってこないと思う

んですけれども、組織が公務員制度なり地方自治法なりで、非常に制

約されていることもあって、自由がきかないんじゃないかと思うんで

す。ただ、変えようと思えば、組織のあり方って相当程度変えること

ができて、どういう浦安にしたいかということが一番問題ですけれど

も、それを実現するためには組織としてどういうことがいいのか。

例えば今、流山あたりだと、シティプロモーションをするような、

マーケティング課みたいなのが出てきたりするわけです。

そういったところから、もう少し組織を柔軟化するというか、人材

育成についても、一般職だけでなく専門職を育てて、県なり国なりと

戦っていく、あるいは民間とも戦っていく、そういうことから考えて

いくと、より専門性の高い職階制度と言いますか、そういう人事制度

をつくるべきではないかと。

このことが、やがては高齢者の退職管理という点でも、専門性の高

い人であれば、若い人を教育できるということもできますし、戦力と

しても残れるだろうと思うんですが、今の再任用制度は、非常にゆが

んだ形の制度になっているんじゃないかと。

もう少し言うと、諸外国では基本的に定年制はなく、定年によって

仕事をやめさせるというのは、年齢による差別ということで、憲法違

反なんです。そのかわり、人事評価をきっちりやって、65歳、70歳で

も働いている人はいるわけです。

そういうことが本来のあり方で、日本は定年制は当たり前のようで

すけれど、それが年金制度とも結びついているので、諸外国から見れ

ば、何で？となる。

いずれにせよ、少子高齢化社会という中で、組織のあり方というの

をもう少し柔軟に考えて、浦安市をどうするか。総合計画はいいんで

すけれど、非常に網羅的で、こういうまちというものをもう少し前面

に出して、市の職員は戦ってほしい。戦うためには、昨日と明日が同



8

じような単純な仕事は、アウトソーシングでいい。

市の職員は戦略を練って、参謀みたいな仕事をして、そしてデスク

に余りいない。むしろ、何か気づきがあったら現場に行ってみるとか、

そういうフットワークの軽い職員、専門性の高い職員を育てていった

らいいんじゃないかと感じます。

国という枠組みが崩れていくと、頼りになるのは自治体だけです。

人事制度について国がいろいろなことを言っているわけですけれど

も、一つ、管理職をどうするかということを言っていますね。

管理職が変わらないと、市の職員を下のほうから変えていくという

のは難しい、だから求められる管理職というのは一体何なのかという

像を、ビジョンをきちんと描いたほうがいいんじゃないかと。

浦安は非常にいろんな意味で希望がたくさんありますし、優秀な職

員もたくさんいらっしゃるので、そういう能力のある、特に高い能力

のある人たちがいっぱいいますので、こういう人たちを使って、楽し

く夢のある自治体に幾らでもできるのではないかという期待を込めて、

高齢者の再任用からはずれてしまいましたけれども、そんなことを考

えています。

議 長： ありがとうございました。

市 長： 年齢による差別というのは初めて聞きましたが、ほかの国には（定

年制）ないんですか。定年制そのものが違法ということですよね。

議 長： 多分そうじゃないかと思いますが、そもそも、年金などはヨーロッ

パの場合には労働市場から出ていってもらうお金なので、年金あげる

から出ていってよと。日本人はそういう感覚はありませんけれども。

市 長： 全く違いますよね。

議 長： 先任制ですから、首切られるのは若い人から切られていきますから、

年をとった人は切られないんですよ。

市 長： どの段階で退職するんですか。

議 長： 自分で退職するんですよ。

委 員： 大体、任期制なんです。

市 長： それで再任用が出てくるんですね、この論文の中で。

委 員： ええ、ですから……。

市 長： 何でモメて、けんかしているかというのは、何で（自分を）再任し

ないんだという、そういう意味ですか。

委 員： それもありますし、実際、神奈川県あたりであるんですけれど、再

任用したところ、昔上司だったプライドがそのまま維持されて、そう

いう中での問題が。
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市 長： まさに、今の日本の再任用制度は大きな問題があると。

委 員： 再任用制度は、非常に異常な制度です。

市 長： 一般的に、どれぐらいの期間を言うんですか、向こうでは。

委 員： 大体３年、５年ぐらいじゃないでしょうか。

市 長： 新規採用から、３年から５年で更新していくんですか。

委 員： はい。キャリアアップしていきまして、前は州でやっていたんです

けれど、今はシドニー大学の例えばビジネススクールやロースクール

などで、キャリアアップして、もう一遍、採用してもらって、そこで

また５年やってもらう。

最終的には議長がおっしゃる、テンイヤー制度というのがあります

から、テンイヤーになるとずっといられる。ただし、厳しい人事評価

はあります。

議 長： 労働市場の基本的な考え方は、ヨーロッパの多くが、労働契約を結

んで、期間とか何の労働をさせられるとかを決めないといけませんか

ら、日本の場合にはどういう労働をするということは契約内容には入

りませんから、セールスマンをやらせることもできる。

市 長： マスコミなんかで、この年齢による差別は出てきますか。

委 員： 一番ひどいと思います。特にテレビ局は……。

例えば女性アナウンサーとか女性キャスター、30歳定年とか平気で

言う人がいまして、ですからそのころになるとスポーツ選手とか芸能

人とか探して寿退社、それで居ると干されて、仕事が与えられないと

いうことがあって、これは男性も同じで、男性アナウンサーで、今、

何の仕事もない人がごろごろいるわけです。

委 員： 再任用制度は、このあたりでは、神奈川県がかなり先行してやって、

ほとんど自動的に、申請をすると再任用していたんですけど、余りに

弊害がひどくて。

市 長： 本当に３月31日までは部長だった人が、翌日の４月１日から週３日

で係長扱い。これは、どちらにとっても、良くないなと思って見てい

るんですけれども。

議 長： 僕が考えているのは、スウェーデンのように60歳を超えたらいつ辞

めてもいいと、年金を平均年齢との差額で割り戻す。つまり、早くも

らえばもらう額は少なくし、歳をとってからもらえば額を多くすると

いうふうにして、それで保障していかないと、ちょっと無理じゃない

かと。

委 員： もともと、地方公務員法では職階制度をとることになっていたんで

す。
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議 長： 僕は職務分析士の資格を持っているんですよ。職務分析士は、客観

的な点数法で職務分析しますから。

市 長： 職務分析士ですか、聞いたことありません。

議 長： 職務分析といって、その与えられた職務を最高度になし遂げるには、

どんな能力が必要かというのを分析して、それで決めるんです。

委 員： 今度の人事評価制度の導入で、もうすぐ千葉県も始めますけれども、

職務給に、できるだけ頑張ってやってくださいというのが、今回の人

事評価の制度。

職務給をベースにするというのが、うまくいくかどうかはあるんで

すけれど、中身としては職務給にやってほしいというのが今回。勤務

評定ではなく、人事評価なんだという違いはそこなんです。

市 長： 勤務評定ならぬ人事評価。

委 員： 勤務評定はいろんな面で問題があったんですけれど、それでは基準

がはっきりしないということと、上司が勝手にやっちゃうということ、

部下のほうから何も言えないという、そういうことがあったんですけ

れども、今回は適性に応じて職務の分析をして、そしてそこで職務給

をできるだけやってほしいという話で。

市 長： それは勉強してきます。

議 長： では、よろしいですか。

委 員： 私の提言は子ども・子育て支援新制度に特化させていただきました。

来年４月スタートが予定されていますが、私は新制度の成否の鍵と

いうのは、新たな公共空間を基礎自治体がつくれるか否かにかかって

いると言っても過言ではないと思っています。新たな公共空間という

のは行政・市民・ＮＰＯ・企業がいかに協働してまちづくりができる

かだと思うんです。

実は、日本の少子化対策は、90年の1.57ショックを契機に施策を積

み上げてきています。さまざまな関係者が集い、政治的にも超党派で、

地道な積み重ねを経て、ようやく新制度にたどり着こうとしている、

その点を非常に期待しているし、評価もしていますが、ここに来て俄

かに人口減少への危機感が強まって、産めよ増やせよ的なニュアンス

すら感じられるほどに少子化対策に拍車がかかり過ぎてきているよう

に思います。

少子化突破とか、成長戦略からのアプローチにはいささか違和感を

覚えます。

もちろん少子化対策それ自体は必要だと思っています。社会保障の

持続可能性の観点からも非常に必要と考えていますが、先ほどの議長
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のお言葉からヒントをいただきましたが、少子化対策は人口政策では

なくて人間政策としての少子化対策でなくてはならないということだ

と思います。

成長戦略のための少子化対策、成長戦略のための女性の活用が強調

されることは、理念として間違いです。そこを誤ると、若い人は、お

国のために産めなんて絶対受け入れないことでしょう。

ここは少し迂遠なように思われるかも知れませんが、人間政策とし

ての理念・哲学をまず基本にしていただきたいと思っています。

その点、浦安市は、松崎市長が一貫して先駆的なモデルを実践して

くださっていますし、特に地域の人材養成としての「子育て・家族支

援者」の養成は全国にもすばらしいモデルとなったと思います。

この子育て家族支援者も、今日で９期になり370名弱の認定者が誕生

しました。これだけの財産をさらに地域のためにどう生かすかという

ことを考えていただきたい、ケアマネさんも非常にすばらしい活動を

していますので、こうした地域の人材活用を一層進めていくことが必

要だと思います。

今、私が新たに注力しているのが団塊世代の男性の力を「子育て・

まちづくり支援プロデューサー」として、子育て支援を核として新た

な地域・まちづくりに生かすことです。

団塊世代の方々は、戦後の高度経済成長期を築き、低成長期には国

際競争を生き抜いてきた方々で、すばらしい見識と知識と人脈と、組

織人として力があります。でも、定年制がありますし、それをずっと

勤めたところで生かすことが現状では難しくて、再任用制などという

非人間的な扱いを受けざるを得ないのが現実ですから、もっと別なと

ころで生かすことを考えたいと思います。

例えば、保育や地域の子育て支援拠点でバックオフィス的な機能を

発揮していただく。新制度で認定こども園への移行もあるでしょう。

そうすると、事務作業が物すごく増えるはずで、保育士だけでこなす

ことが難しくなることも考えられます。経理や人事、企業の総務など

をやってきた人が、保育園とか幼稚園、認定こども園でバックオフィ

ス的に活躍していただければと思います。国の新制度で予算をつける

ことになっていますが、必ずしも十分ではないと思いますし、仮に予

算をつけたとしても人材確保が難しい。ところが、団塊世代の人たち

はそういう力が、すごくあるんです。

また、浦安市に関しては、放課後対策としての活用の可能性を考え

ていただけたらと思います。学童期の子どもたちって、やっぱりおじ
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さんたちが必要だと思うんです。

小学５年生とか６年生にもなると思春期の生意気盛りになりますし、

体力も持て余しがちです。

碁を一緒に打ってくれる、あるいは昔の竹馬で遊ぶとか、時にはち

ょっと強面で注意してくれる年配者の存在が貴重ですので団塊世代男

性の活用の場って、すごくあると思います。

もう一つは、子育て世代、特に父親たちの声を聞くと、今の暮らし

や将来にアドバイスをくれる人がなかなかいないとのことです。こう

いった若いお父さん向けのアドバイザーにもなれるでしょう。

さらに、子どもの貧困率が16.3％という、過去最悪の数字が出てい

ます。今、子どもが置かれている状況が物すごく二極化して、お金の

ある家庭は塾やお稽古事をやらせすぎるほどやらせていますが、他方

で学校に通わせるのも難しい中で、塾やお稽古など通わせたくても一

切できない家庭も増えています。放課後クラブや放課後教室で団塊世

代の人たちが一緒に勉強をする。

何か教えるのではなくて、一緒に勉強する姿勢や雰囲気を示してあ

げるだけでも、子どもはやる気が出るものです。子どもの勉強習慣を

応援してくれる大人が地域にいてくれることは、子育て世代にとって

は非常に大きな、インセンティブになるんじゃないかと思います。

委 員： ３人の先生方のお話、同意しますが、あえて異論を。国と自治体の

レベルで申し上げたいと思います。

確かに、環境容量人口というのは7,500万人ぐらいだろうと、私も思

うんですけれども、これから日本の人口が減少していって、高齢化が

進んでいくと、日本というマーケットがどんどん縮んでいくんです。

特に、年をとるとだんだん欲がなくなって、昔は欲しかったのが、も

ういらないという感じになって、消費意欲性向もどんどん落ちてくる。

企業はそれを見越している。ですから、この３月期決算で次の期及

び中期経営計画なんかで、企業の今後の売上高地域別比率というのを

出しますが、どんどん日本は小さくなっているんです。ということは

日本の工場をたたんでいって、製品も世界向けに出していく。そして

日本のオフィス機能も分散させて、本社機能を３つに分けてしまうと

か、そういうことでどんどん働く場、ジョブですね、職がなくなって

いく。

日本というマーケットが小さくなっていったら、もう海外に出てい

くしかないという、企業の生き残りのための方策、政策になってしま

うんでしょうけれども、これは本当に日本の経済を考える上で非常に



13

マイナスになる。

日経グループも、ついにアジア本社というのをバンコクにつくりま

して、今、機能の大体４分の１ぐらい、アジアのことはそこで完結さ

せようと。どんどんそういうことが進んでいくわけです。それは高度

専門職についても同じで、例えばある自動車メーカーは、国内にデザ

インセンターという新車開発機能の拠点を置いていたのが、今、アメ

リカとヨーロッパに置いて、３拠点になって、しかも日本の比重がど

んどん小さくなってきて、アメリカで開発した車を日本で売るという

時代になってしまう。

ですからやっぱり、１億人規模のマーケットが日本にあるというこ

とは、日本企業のみならず日本に出てくる、あるいは今いる企業にと

っても必要なことだと思っています。

２つ目が、年金医療の問題です。どんどん若い人に負担がしわ寄せ

されていくことになると、今の若者は相当危機感とか、将来に対する

不安が募ってきますし、さらに人口が減っていくと、年金あるいは医

療制度が、国民が平等に高いレベルの医療を受けられるというシステ

ムの根幹が壊れてしまうということが絶対に起こります。

今のまま2050年を迎えたら、金持ちは自由診療というんですか、金

を払えば最高の治療を受けられる。こんな不平等な医療制度になって

しまう。

そこまで一気にいかないにせよ、本当に年金医療には深刻な問題に

なってくる。

それと３つ目が、さらに地方自治体における格差というのが広がっ

てくると思うんです。やはり地方税、どうしても住民が高齢化して、

財政が苦しくなってあるいは企業が撤退する、そうなると税金が高く

なるし、サービスは悪くなる。

典型的なのが、２年前に台風で壊れた只見線ってご存じですか。と

ころがＪＲ東日本は不採算路線のワーストワンということで、今もっ

て直してないんです。

こんなこと、ある意味公共交通機関に近いようなＪＲがやっていい

のかという感じですけれども、もう只見はその声をあげる力もないほ

ど人口も減って、力のない自治体になっている。

委 員： 只見ダム。ダムのあれですね。

委 員： そうです。議長がおっしゃった、東京に人が集まらないんじゃない

かというのは、私はむしろ逆で、東京とか首都圏というのは相対的に

財政力もありますし、制度面でも整っていますから、少なくとも首都
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圏にいる人間が年とったから田舎に住むかなと。自動車運転して10キ

ロ離れたコンビニにパンを買いに行くか？といえば、そんなことはあ

り得ないと思うんです。ですから人口は、やっぱりますます格差がつ

いていく。

だから、出生率が高くても人口が減っていくというのは、そういう

意味であろうと私は解釈しています。ですからやっぱり国レベルでは、

最大限の少子化対策は打っていく必要があると思います。

人が少ないほうがいい、電車も混まなくて済むと思われがちですが、

民間企業はドライですから、特に東京メトロとか私鉄なんかは、人が

減ればそれだけ本数も減らしていきます。そうしないとペイしないわ

けで、だから田舎は相対的に、今後ますます、高齢者にとって住みに

くいまちになってくるだろうから、やっぱり都市部に流れ込んでくる

んではないかという調査のほうが多いです。

もちろん逆もありますけれども。私もそれでやっぱり集まってくる

んではないかと思います。

それで、浦安は何をすべきか、あるいは自治体は何をすべきか。

一つはこの子育て・まちづくり支援プロデューサー制度のような、

先進的な子育てを支援する制度、これを日本一というか世界一のもの

を打ち出してほしい。

特に、子どもの貧困化って非常に重大な問題でして、この段階で子

どもが差別を受けていくと、将来のチャンスがなくなってしまうわけ

ですから、そのあたり何か大胆な奨学金制度とか、人の支援とを組み

合わせて、できるだけ高度な教育がどんな人にとっても受けやすいま

ちであるということをやるとか、独自で、ユニークな視点で子育てし

やすいまちにということをアピールするパッケージをつくってほしい

なということがあります。

もう一つは、難しい問題なのかもしれませんけど、入ってくる人を

受け入れる。

特に外国人を受け入れるということです。これは多分日本の国にと

っても避けられないと思いますし、そういった国際性というんでしょ

うか、そういうまちづくりですね。できれば世界の人が集まる研究機

関とか学校とか、それに準じるような組織があって、いろんな人がそ

こでコミュニケーションをとる。

そこで団塊世代の人たちも出ていけるし、いろいろ活用できるよう

な教育・研究拠点をつくることで外に向かって開かれた浦安というこ

とで、人を受け入れていくべきだろうと、外国人ですね。羽田とも成
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田とも近い。地の利もありますし、そういったところを考えていくべ

きだろうと思います。

ここが３番目の売りにつながりますけれども、やっぱり浦安市とい

えばこういうメリットがあるんだと、これだけ教育とか弱者に配慮し

たまちなんだということであれば、やっぱり収入がある人間でもいい

まちに住みたいということで集まってきますので、その売りというと

ころをまとめて、何かうまいタイトルをつけて、日本一、世界一、子

育てに、あるいは勉強に、あるいは優秀な外国人を受け入れるまちと

いうことをアピールしてもらえれば。そのためには団塊世代が受けて

立ちますよという感じであればいいなと思っています。

最後に、今Ｂ級グルメってはやっているじゃないですか。これ、考

え方として、私は間違っていると思うんです。Ｂ級だからいいだろう

というか、最初からＢ級に甘んじるというのは、本当、何かもう日本

人の意識がここまで内向きになってきているのかなというような象徴

で、Ａ級あるいはＳ級と言ってくださいと、本当そう思いまして。で

すから「ＵＲＡＹＡＳＵ」と、思い切ってアルファベットにしてもい

いでしょうし、そういう優しいまちにすることがいい人を呼び寄せて、

自治体としてさらに発展していくだろうと。それで浦安モデルという

のをつくってほしい。Ｓ級浦安モデルですね、Ｂ級ではなく。

市 長： やっぱり方向を間違えちゃいけないなというのは、冒頭、議長が言

われた、人間はどうして人口になっていくのか。私どもも少子化の危

機感は感じているんですけれども、お正月から、かなりの数の子育て

真っ最中のお母さん方あるいは子育てにかかわっている方々と、ずっ

と話をしてきて、もう産まないとか、産みたくないということではな

くて、かなりの方が、産みたいんだけれども壁がたくさんあると。

その一つがやっぱり、国がやらなきゃいけないこと、市町村がやら

なきゃいけないこと、はっきり選別していく中で、浦安の少子化対策

をやろうと思っているんです。そういう意味では、子どもたちをいか

に増やすかということに、外れてはいけないなと、今日、改めて感じ

ましたし、実は「途切れのない支援」の中で、実際、親たちは、乳幼

児がいて、低学年、中学年の小学生がいて、もう一人といったときに、

一番上の小学生の低学年、中学年の子どもたちの居場所がないと。

明日から夏休みに入るんですけれども、今日、教育長のところへ行

って、急遽ですけれども、夏休み中小学校を全部開放しろと、そのか

わり、人的な手当ては、今言われたように団塊のリタイア世代も含め

て、何とかフォローするからと、市長部局が責任持って守ると、先生
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方はいなくてもいいということで、第一歩を踏み出そうと、思ってい

るんですけれども。

そういった意味では何とかＳ級を目指していきたいな。

委 員： 今年は地教行法が改正されましたので、市長の関与もある程度出て

くるようになってきましたから、まあ……。

市 長： ただ、本当に急にやっていいのかなと思いながら。

委 員： あれこそ教育委員会という制度の独立性を謳いながら、実は文科省

の直轄、公安委員会と教育委員会が独立性を保つといいながら、最も

独立していない国の手先になっているという。

もう一つ、これは先のテーマでもいいんですけれども、「高齢者の死

をどう考えるか」ですね。行政の仕事じゃないと言ったら、それまで

ですが、死の問題というのは意外とみんな避けていて、施策的に市が

プロモートするのはまだまだ難しい課題ではあると思うんですけれど

も、医療費もままならない状況になった場合、できる範囲の医療を受

けて、幕を閉じたいという死に方があっていいんじゃないかと思うん

です。

高齢になって、90、100歳になって認知症になってまで生きたいかと

いったら、そういう人はいないと思うんですが、その声が意外と消さ

れてしまう。

高齢者の自殺って相当多い。

議 長： スウェーデンは延命措置を拒否すると、自殺にカウントされてしま

う。だから年寄りの自殺が多いというんだけれど、あれは「もういい

です」と、「そのままにしてください」と。

スウェーデンのような成熟した国は、お年寄りが自殺するんですけ

れども、発展途上国は子どもが自殺するんですよ。日本はこれまで団

塊の世代というか中高年の男性の自殺が世界の冠たるものだったんで

すけれど、徐々に子どもにおりてきているんですよ。これって問題だ

と思うんです。子どもの自殺が結構増えて、発展途上国型になりつつ

あるという日本の社会、どこか狂い始めたかなと思います。

委 員： 安楽死を認めるというのは、個人的には賛成ですけれども、どうい

う土壌でものを言うかによって難しいですね。

若年介護が、今非常に増えていて、30歳未満の約17万人が祖父母や

親の介護で就職も結婚もできなくて、未来が閉ざされているという話

をすると、学生の中から、安楽死を認めるべきではないかと意見が出

てきます。安楽死も、高齢化と介護医療費とか、そういう問題とセッ

トで言われると、とても辛くて……。
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市 長： お金に換算してしまいますからね。

委 員： 若い人の間で60歳定年制みたいなことがネット上で言われているよ

うです。60歳以上はもう要らないと。

議 長： それよりもっと人生に定年制を。

委 員： 人間がどう生き、どう死を迎えるべきか、そういうところを哲学的

に十分に咀嚼した上で、安楽死を考えるのであればいいと思うのです

が。一方で、若い人たちのすばらしさを実感することもたくさんあり

ます。たとえば介護現場で働いている若者たちを間近にみていますが、

実にすばらしい志をもって献身的な人が大半です。でも、就労環境は

厳しいです。彼らの職業をどれだけサポートできるかがとても重要で

す。

介護と少子化対策をＶＳでとらえることは間違いです。社会保障の

議論の中ではよく高齢者のほうが手厚くて子ども関連が少ないという

意見が出ますが、あれ違いますよね。介護をはじめとした高齢者への

対策は、若い世代にとっては働く場としての可能性をもっていますし、

なにより高齢者が安心して余生を送る姿を見ることができなければ、

若い人や子どもたちが人生に夢も希望も持てなくなってしまうのでは

ないでしょうか。

議 長： スウェーデンの老人ホームには、子どもたちがどんどん来ます。

子どもたちに、老いていくこととは、死とはどういうことかを考えさ

せる。そうすると子どもたちは、自発的に例えば車椅子を押してあげた

り、必ず見ていられなくて世話をするようになる。それが重要だと言っ

てやらせているんです。

市 長： とっても、自然ですよね。先ほどの、放課後教育というのはぜひ使

わせていただこうかなと思ったのと、子育て真っ最中の方に、「もう一

人産みたくないんですか」と聞くと、「産みたい。でも……。」と言っ

て必ず出てくるのが、実は教育費なんですよ。100人が100人ですよ。

委 員： 親が心配している教育費って、高校以上なんですよね。

市 長： そうです。特に高校、大学まで考えたら、もう産めない。これが本

当に北欧、ヨーロッパみたいに教育費を国家の施策で無料化したら、

少子化対策をやらなくても増えるんじゃないかなと思ったんです。

委 員： 大学ですよね。国立大学って昔安かったじゃないですか。今、遜色

ないような水準まで高くなっている。

市 長： 実は今、順天堂の産婦人科の体外受精の第一人者が順天堂大学浦安

病院に移ってこられたんですが、体外受精が今、平均採卵年齢が39歳

なんですって。それで１割しか確率がないというんですけれども、そ
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れが出産適齢期、例えば26歳まで戻せばかなり確率が高いと。今でも

日本で生まれている33人のうちの１人は体外受精児なんですって。今、

圧倒的に、私立のクリニックがやっているそうですが、その一番先頭

を行っているのは、実は順天堂病院。

初婚年齢が今、どんどん上がっていて、女性でもう、29歳から30歳、

男性が31歳までいっているんですけれども、26歳ぐらいまでの卵子を

保存凍結しておいて、それを結婚したのが例えば30歳でも、卵子をも

との体内に戻せば、確率は高くなると。

議 長： 生物はそもそも種族維持本能と個体維持本能を持っているので、自

然に……。

とにかく若い人が、異性に興味を失っている。そういう理解でいい

んですよね。

委 員： そうです。漫画とかの女の人は相手にできるけれど、多分、生身の

女性はだめという。

議 長： 世界的にもそういう傾向があるらしくて、一説には情報化、ＩＴ化、

これが悪影響していると言われているようですけど、検証されていな

いので、原因は何だかわからない。

委 員： 労働時間が物すごく長くなってしまって、みんなくたびれ果ててし

まう。

これは企業が悪いんですけれども。特にブラック企業なんかに行っ

たら、もうそんな欲望持たないですよ。働かされて、ノルマを課され

てどうのこうのといったら。

それと、最近はカップルになっても子どもは欲しくないというか、

本当は欲しいのかもしれないけど、先のお金とか、いろいろ考えると

とても持てないし、持つ気になれないという人がいて、そうすると絶

食夫婦になってしまうんですかね。

議 長： そろそろ、締めさせていただきますが、それぞれの地域でそれぞれ

の特色に応じた対応をやっていくというのが今の政府の方針でもあり

ますし、そういう方向になるんだろうと思うんです。

今日、いろんな観点からいただいたことを、市のほうでもお役立て

いただくのと、今後について、我々はどういう心づもりで参加すれば

いいかというのを、少し言っていただけるといいのかなと。何か委員

の方々からご発言があれば。

委 員： １点だけ。切れ目のない支援、非常にすばらしいと思います。ここ

の切れ目ない支援に、高等教育というか、高校、大学、これをぜひ入

れていただければと。
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特に先ほどの貧困家庭とか、そういう人でもチャンスがあるような。

議 長： さっきの話でいうと、公共財に対する考え方がヨーロッパと日本で

は違って、２つ大きなものがあって、一つは教育。教育は公共財だと、

ヨーロッパでは常識で、今、日本も努力しているんですけれども、こ

れから高校、それから大学。

高校が向こうは基本的には無償ですから。公共財ということです。

ところが日本の家計簿を見ると、教育費と住宅費が２大支出項目にな

っている。

市 長： 国のほうからは、まずは就学前までと言われたんですけれども、実

際は、小学生の子どもの居場所とか、自然をつくっていかないといけ

ないと思っています。

議 長： 文部科学省でもこれから力を入れるのは、大学と就学前教育だと言

っているんです。そこのところの手当てが重要だという認識には立っ

ているんだけれども、立ち消えるんです。

市 長： もう全員が言いますよ、高校、大学で金がかかったら子ども産めな

いって。でも、これを変えれば、少子化対策が全て終わるんじゃない

かなと思いまして。

委 員： 今、若い世代は大学時代の奨学金で多額の借金を背負って、苦労し

ています。

市 長： うちも来年からはもう与え切りの給付制にしようと思っています。

委 員： 大々的に、ぜひ。話聞いていてもやっぱり、大学が一番大変だと。

委 員： 実は、県教育委員会のほうから、高校統合について問い合わせされ

てまして。少子化で高校がもたない。６クラス、最低でも４クラスは

必要なようで、手を替え品を替え、いろいろやっているんだけれども、

やっぱりドラスティックな問題ですから、地域では残してほしいと言

うんだけれども、子どもがいない。

議 長： 時間が来ましたのでこれにて。

市 長： ありがとうございました。


