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第２１回浦安市賢人会議

１．開催日時 平成26年11月21日（金）14時～16時

２．開催場所 都市センターホテル 603会議室

３．出 席 者 神野議長、鈴木委員、大日向委員、松崎市長

３．欠 席 者 西川委員

事 務 局 市長公室長、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 ～持続的に発展できるまちづくりについて～

（閉 会）

●市長あいさつ

市 長： きょう、理由なき解散によって（衆議院議員）総選挙が行われるこ

とになりました。我々、基礎自治体としては、当初予定されていた消

費税増税を見据えた予算編成も始まっている中、非常に辛いところで

す。

本市も震災から３年８カ月たち、復旧、復興を最優先にしながら、

持続可能なまちづくりを目指していかなければならないと感じていま

す。

本市は、震災を受けても強い財政力に支えられながら、財政力指数

全国一を維持できているところですが、一方で少子高齢化は間違いな

く進展しています。

特に高齢化は、依然として日本で一番若いまちといいながら、去年

14％の大台を超しまして、これから一気に高齢化率が高まっていくだ

ろうと思います。

少子化では、前回も、お話ししましたが、新浦安駅のすぐ近くにあ

る入船北小学校を、平成27年３月末に閉校せざるを得なくなりました。
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一時期は生徒が1,300人いた小学校ですが、現在150人しかいなく、

数年前からクラス替えもできないなど、少子高齢化をひしひしと感じ

るような状況下で、まさに都心に非常に近い利便性を維持しながら持

続可能性をどうするかというのが大きな課題ですので、ぜひ委員の先

生方の大所高所からのご意見をいただきたいと思います。

●議長あいさつ

議 長： きょうはサスティナブル・シティということで、これは私が、宇沢

弘文先生から一緒に研究しようと声をかけられたのが、サスティナブ

ル・シティという環境テーマでした。

先生は「自動車の社会的費用」、これもサスティナブル・シティの観

点から書かれた本ですし、ヨーロッパがサスティナブル・シティと宣

言をするわけですね、これからサスティナブル・シティでいくんだと

いうヨーロッパの都市会議、それの研究をしようということで宇沢弘

文先生と一緒に仕事をしました。

９月に宇沢先生がお亡くなりになる、時を同じくして、このまたサ

スティナブル・シティという問題を考えていくことになったことを、

感慨深く思っています。

突如というわけではありませんが、衆議院の解散が起きて、短期的

にも長期的にも世界がそうなのかもしれませんが、日本の歴史の方向

性が見えなくなってきているといったことを感じるので、地道に生活

をしている地域社会というか、まちづくりから着実に未来を構想した

ことを積み上げていくしかないかなと思っております。

●委員あいさつ

委 員： 私は、ここ二、三年、震災の研究をしていますが、実は震災そのも

のをどう捉えるかというところが、余りにも広域でしかも非常に深刻

な被害があって、社会科学的に捉えるときにどう捉えるかということ

になるわけですが、社会学者のグループは、結局コミュニティーの崩

壊という形で震災を捉え直しました。

自然、インフラ、経済、文化環境と全て失われて、国の施策がイン

フラ環境の復活や、既存コミュニティーの早期帰還であるというなか

で、本来、我々の生活は経済環境だけではなくて、文化だったり自然

環境だったりするわけですが、その施策的なやり方というのが非常に

限られていて、生活に必要な文化的環境という発想もほとんどないと

述べているんですね。
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復興はまちづくり、まちの開発を考えたほうが捉えやすいと言って

いて、ここから学ぶべきことは自立的な地域コミュニティーというも

のが、結局防災、あるいは少子高齢化という問題を支える根本にある

という発想のようです。

自立的な文化環境やら経済環境やらをどうネットワークの中でエネ

ルギーを通していくかということが、震災も同じことのようで、震災

復興というのも、人体に例えれば、いわば血管を全部切られちゃって

いるわけで、全部つないで、場合によっては入れ替えをしながら新し

い血管を通していくという話のようで、結局、自立的コミュニティー

の復活をどうしていくか、高齢者の見守りとか、リビングウイルをど

ういうふうにやるかとか、いろいろ細かいことがいっぱいある。とい

うことを感じました。

また、あとは県立高校の再編計画にコミットしていまして、果たし

て学校を廃止することが妥当なのかと。最近、方向づけが変わってき

ました。地元に高校があることはやはり必要で、学校を文化的な環境

の中心にしていこうという方向に変わってきていて、むしろ統廃合は

もうお終いという感じになってきています。統廃合からできるだけ学

校を残すという方向に、県教育委員会も変わるといった話が出てきて

います。

委 員： 今回の消費税10％問題に関してですが、先延ばしという決断を政府

がしたことに対して、日本の国は社会保障の持続可能性を放棄したん

だというふうに思いました。

日本の将来を考えたときに、いま抜本的な対策を社会保障に打たな

ければ、明らかに持続可能性は崩れることが見えていて、先延ばしに

したのですから、国は日本国民の暮らしに対する持続可能性を判断で

きなかったということで、失望というよりも恐怖に思っているくらい

です。

そうしますと、基礎自治体に期待するものは当然大きくなるわけで

す。

基礎自治体なり社会の成熟度はどこにあるかというと、よく最貧層、

最下層、一番貧しい境遇に置かれている人々の幸せ度がその社会、地

域の豊かさのメルクマールになるということを聞いたことがあります。

これから、マジョリティーで圧倒的に弱者になっていくのは高齢者

だと思うんです。年金も医療も介護も恐らく崩壊していく中で、高齢

者の方々の幸せをどれだけ浦安市が示せるか。既に少子化は決まって

しまって、今後の一定期間は、人口増は望めないわけで、子どもの数
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は増えないという前提で、これからますます増えていく高齢者を、地

域の中に巻き込んで、どれだけ生き生きと活躍している姿を示せるか。

子どもと高齢者がどういうふうに浦安を盛り立てていくかというこ

とが一つのキーポイントになると思っています。

これからは浦安市が、子どもを産み増やすことだけにこだわるので

はなく、今後着実に増えていく高齢者にどうやって今育ちつつある若

者、子どもたちをアクセスさせながらコミュニティービジネスを成長

させていくかということも新しいポイントではないかなと考えていま

す。

●これからの自治体経営～ 持続的に発展できるまちづくりについて ～

議 長： それでは、議論に入りたいと思いますが、さっきお話ししたヨーロ

ッパのサスティナブル・シティというと、工業によって汚染された自

然を回復させながら、文化と環境による都市づくりが目指すべき目的

だったと思うんです。

文化というのは生活様式ですので、それぞれの地域の生活様式を復

活させ、それから工業化によって汚染された環境を復活させると。こ

れは、私がこの賢人会議の寄稿文を書くときの、例えば、子どもを育

てるには緑の木陰と、それから人間の絆の木陰が必要ですという発想

の原点でもあります。

それからもう一つ、サスティナブルを定義しておくと、もともと、

成長の限界と言われたとき、これは石油ショックの前にローマクラブ

が言い始めるんですが、成長の限界という環境問題は、再生不可能な

化石燃料が枯渇しつつあり、それを大切にしないと成長には限界があ

るという警告だったんですが、環境問題でサスティナブルという概念

が出てくるのは、自然はそもそも再生可能であって、それが再生不可

能になっている、もはや再生不能資源をいかに大切にしていくかとい

う段階ではなく、自己再生力が喪失している再生可能な資源にどう対

応していくかという認識だったと思うんですが、これが人間社会に還

元してきて、そもそも人間社会というのは自己再生力があって、再生

可能だったのが自己再生力を失いつつあるという認識に基づいている

んじゃないかと思います。

ですからサスティナブルというのは、喪失しつつある人間と自然の

持っていた自己再生力をどうやって回復するかというのが持続可能性

ということであり、ヨーロッパで持続可能、サスティナブル・シティ

といったときには、文化と環境によるまちづくりと言っていますが、
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それは２つの自己再生力をいかに回復させていくのかという問題意識

から出ているのではないかと思います。

そう考えると、何か歴史を逆行させろというように思えるかもしれ

ませんが、実はそうではなくて、農業社会では生産機能と生活機能と

いうのが統合されているわけです。

農業社会では農村に生産機能があって、もちろん生活機能もありま

す。そしてその生産物を交換する市場が都市であり、周辺の農村が交

流する場でしかなかったんですね。ところが、工業社会では、工業を

立地された都市に生活機能というか人口が集まるという発展の仕方を

するのと同時に、工業化というのは人口を爆発させるんですね。

工業化すると経済成長して環境容量、人間が生きていくキャパシテ

ィーを爆発させるので、結局人口が爆発する。ただ、脱工業化社会に

なってくると、人口は逆流、つまり、ヨーロッパの場合には適切な環

境容量のところにまた戻ると考えるんですが、いずれにしてもどこか

の地点で適切な水準に戻るような形で落ち込んでいくことが起こると

いうことと、生産が知的な生産とか人と人とのふれあいとか、サービ

スとかになってくるので、工業社会における地域というのは、生産機

能をもったところに生活機能が集まってくるんですけれども、脱工業

化になると生活機能、ここで子どもを育てたいとか、ここで生活した

いというような生活機能がきちんとしているところに、むしろ生産機

能が知的生産になって、企画とかデザインとか、それから研究所とか

になってくる。

さっきも申し上げましたように、文化と環境によるサスティナブ

ル・シティというのは、これからの都市づくりになるので未来社会と

いうか、次の、つまり脱工業化社会を目指すようなまちづくりと適合

するのではないかと思います。

委 員： 対象を高齢者と子どもに限るのは、ある面でそこに傾斜し過ぎてい

て、真ん中の人たちのことを考えないというのはどうかという気はし

ています。

政策の中心がそういう方向になっているということですが、子育て

世代の場合、子どもに中心を置きがちですが、お母さん方がどのよう

なニーズ、例えば、子育てをする場合に学校をどうするか、子どもの

将来はどうすればいいのかなど、いろんなことを考えると、お母さん

たちの学びの場はどうしても必要で、そういう人たちにいかなる情報

というか、どういう内容を伝えていくのかということもあるわけです

よね。
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人間は、学びを通して、社会的な認知を変えていけると、人に出会

うことによって人は変わるというようなことがあると思うんです。

高齢者の問題でいえば、ようやく日本でも尊厳死の問題を取り上げ

られるようになってきたと感じています。

これは行政の課題ではないと思うんですが、人間はどういうふうに

生きて、どういうふうに死んでいくのかということについて、話を聞

く機会があってもいいと、人間の尊厳とはどういうことなのかを広く

共有してもらうことによって、死の問題にも向き合ってもらうことが

必要で、自分の死に向き合うことで自分の今の生き様というのを反省

する機会になれば、これから何をやっていこうかということがいろい

ろ出てくると思うんです。

ただ、サスティナブル・シティとの関係から言えば、自立的なコミ

ュニティーというのは、それ自体として自立的なコミュニティーであ

るわけじゃなくて、現在はどうやってネットワークを組みながらやっ

ていくかと。浦安市ぐらいの力を持っていれば、国際的なネットワー

クというところで、姉妹都市宣言から経済交流をすることまで含めて

も、いいのではないかなという気もします。

委 員： 私は、これまでサスティナブルというと、イコール持続可能性と解

釈しつつ、その実、イメージがあまり湧かなかったんですが、先ほど

議長がおっしゃった人間と自然が本来持っていた自己再生力をどう回

復するかというサスティナブルの定義、これをどうやって施策なりま

ちづくりなりに具体的に落としていくかということが、サスティナブ

ルじゃなくて人間と自然が持っていた自己再生力をどう回復させるか、

浦安はこうやっていきますといったら、非常に市民の方々にも響くの

ではないかなと。

具体的に何をやったらいいか、アバウトですけれども、例えば、子

どもに関して考えると、ある出版社の女性編集長ですけれども、結婚

して子どもを産んだそうです。

ところが、子どもを持つことが日本の今の社会にとっては、罰ゲー

ムかと思うほどだったというんです。

日本の社会は妊娠、出産には非常に手厚いですが、子どもが生まれ

て仕事するとなると罰ゲームみたいになってくると。多くの母親たち

の声を聞くと、子どもが生まれてから、一番心配なのは仕事とのバラ

ンス。そして、もう一つは、学校へ行ったらどうなるだろうか、とい

った子どもの将来への不安のようです。

日本は、就学前まではいろいろ手厚いのだけれど、いざ小学校、中
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学、高校と、そしてこの子は将来また罰ゲームを受けるような暮らし

をすることになるのかと考えると、もう暗澹たる思いだということで

す。自己再生力が機能する余地もありません。

そこをどうやって浦安で生まれた子を成人まできちんと、特に小学

校、思春期、中学、高校ぐらいまで保障する道筋を示せるか、という

ことが一つのアイデアではないでしょうか。

もう一つは高齢者です。

高齢者というとすぐに、要介護でお金がかかってというイメージが

先行してしまいがちですが、そうではないと思います。

私は、高齢者と思春期や生きづらさをかこっている子どもたちが一

緒になると、その子どもたちの人生にも光が見えてくるという想いが

あって、そういったところに手当てをしていくことで、高齢者も自己

再生していくし、子どもたちの人生も厚みを持ってきて、何か持続可

能性、サスティナブルの元々の定義を具体化させるようなことが、浦

安市ならできるんじゃないかなって、気がしているんですけれども。

議 長： デメリットを見つける必要はないので、メリットを見つけておいて、

ヨーロッパでやっているいろいろな都市のいいところを持ってくる。

僕のアイデアでやっているのが富山市で、ＬＲＴが市内を循環して

いる。それで駅ごとに自転車が借りられ、どこで乗り捨ててもいいと

いうことで、自転車と、電車と、歩き、これをやると商店街が復活す

る。なぜかというと、自動車で走り抜けられたら物は売れないけれど、

歩いて商店街を回れば必然的に物が売れて、やってみたら活性化が証

明されているんです。

金沢市に有名な美術館ありますよね。駅を降りたらそこへ行くまで

全部美術館だと。美術品が置いてあって、まち全体を美術館にすると

いったまちづくりをして、美術館もすごいものにした。

浦安市は、全部マネする必要はないけれども、浦安に行くとまち全

体が美しい公園みたいだと、そこに委員がおっしゃったような人間の

生活が展開していく。

前に紹介しましたが、スウェーデンは高齢者率が28％を超えてしま

うと、子ども誘致政策というのがある。

その子ども誘致政策の基本ですね、真ん中に噴水があって、まるで

公園みたいにしておいて、そして子育てができたり教育ができたりす

る施設を整える。すると、向こうは全部ＩＴでテレワークができちゃ

うので、みんなそこに集まってくるというような、つまりテレワーク

が発達すれば、結局、生活の場のいいところに仕事はくっついてくる
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ということですね。

浦安はちょうどいい距離じゃないかと思うんですよ。都心に適度に

離れていて。

市 長： かなり利便性が高いのは事実です。

委 員： ヨーロッパへ行くと、どうしてこんなにまちがきれいなのかと思う

ほどきれいじゃないですか。どうして日本は繊細な国なのに、食べ物

でも嗜好品でもすごく繊細なのに、まちに関してはどうして無関心で

いられるんだろうなと。

委 員： ヨーロッパへ行くと、町並みというのがまず基本にあって、そこか

ら住宅が出てくるんですよ。日本は家から先に開発したからだと思う

んですけれども。

委 員： 昨日、電車に乗っていたら若い女の子たちが、「渋谷は行きたくない、

行くなら吉祥寺がいい」と、どこが違うのかなと思うんですが、違う

そうですよ。子どもや若い人たちが浦安に来て誇りに思えるような、

「いいまちに住んでいるのよ。」みたいな。

市 長： 吉祥寺は、よく聞きますよね。

委 員： 浦安もそういう価値づけできるようなまちで、そう言ってもらえる

ような。

委 員： ここで、教育委員会制度改革の話をさせてください。

教育委員会制度の改革は、もともと大津のいじめ事件から始まって

いるわけですが、結局、市の教育委員会が全く機能しないということ

から、教育委員会を解体すべきじゃないかという議論すら出たわけで

す。

制度改革としては、総合教育会議というものが出てきますが、これ

は来年から施行するんですかね。

教育長というのは、教育委員会も含めて名誉職みたいな仕事だった

し、人事権も県費負担職員については、全て県にありましたので、仕

事がしづらいと思っている教育委員会の職員は多いんですよ。でもこ

れは間違いで、学校の運営そのものは市の教育委員会の仕事なんです。

どうも人事権が握られていると思っていて、教育委員会で市長、市の

レベルでいうと本当に間違っている人たちが多くて、予算とか学校運

営の報酬そのものは現行のままでも、実は市独自のものだった。

ところが、だんだん骨抜きになっているのが現状で、いじめ事件が

あっても内部的に隠してしまうとか、もみ潰すというようなことが起

こって、それで今、教育委員会が機能していないということがわかっ

て、今度の問題になってきた。
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教育委員会は首長の元に置いてもいいという議論のほかに、他方で

政治的中立性への話というのが依然として残されています。私の考え

では、この政治的中立性というのは相当まやかしもので、結局、文科

省の言うことは政治的中立じゃないんです。

ところが自治体レベルで政治的なことを言うと政治的中立性に反す

るといった、非常に奇妙な構造になっていました。それで、今回は非

常に妥協的なものになっているわけですが、従来、教育長のほかに教

育委員長がいたわけですけれど、それがいなくなる。新教育長という

のは教育委員会を代表する、この代表の意味がちょっとはっきりしな

いんですが、教育委員会の合議制機関は執行機関であるということは

言っていますので、実際は新教育長というのが首長との間に入って、

調整役をやることになるだろうという気はします。

問題は、首長の権限はどうなのかということで、これまでの教育長

よりは少なくとも総合教育会議の中で決めたことを実施することにな

っていますので、ここの運用次第では教育委員会の中身を相当変える

ことができるということになります。

ただ、教育委員会の専権事項である教科書の採択とか、教育課程の

編成とか、人事、そういったことは、一応従来どおりになっています。

ですから、徐々にではありますが、総合教育会議をうまく利用するこ

とによって、教育の中身を少しずつ変えていくことは可能といえば可

能になります。

総合教育会議はぜひ、教育関係者はもちろん必要だとは思うんです

けれども、先生たちの話を聞くのであれば、ちょっと別の会議を設け

たほうがいいんじゃないかと。

折角、こういう会議が公式にあるのであれば、総合教育会議という

のはもう少し市長の意向をはっきり反映させた人事をやって、そこに

多少の軋轢があってもいいくらいのことを決めていただければという

気がします。

差し当たりの課題として、小・中一貫の問題がありますが、小・中

一貫を決めるのは教育委員会ではなくて、総合教育会議だと言われて

います。

実は今、自治体のほうは小・中一貫で話を進めようとして、統廃合

の話もありますが、県のほうは中学校、高校の一貫を決めていまして、

小・中一貫と中・高一貫が両方走っているということです。

いろいろ申しましたが、総合教育会議というのは、初めが非常に大

事で、子どもたちをどう学ばせるかということは、総合教育会議の中
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でも議論していただいて、学校、教育委員会と折り合いをつけて、地

域のカラーを出しながらも教育委員会と総合教育会議がうまくいって

いるというモデルをつくってもらいたいと思っています。

議 長： ありがとうございました。

委 員： 文科省が指示することは、政治的中立性に反しないんですね。

委 員： 文科省がやるとね。自治体が新たなことをやると政治的中立性に反

するという言われ方になっている。そこは教育公務員特例法というの

があってですね。

市 長： 首長の関与もそうですけれども、教育長の役割が物すごく大きくな

る。

委 員： 小・中一貫などというのは教育委員会だけじゃ決められなくなって

きて、首長の判断と教育委員会をあわせて。

市 長： 教育委員会の中にいる委員ではなくて、独立した教育長として職務

を負うんですよね。

議 長： じゃ教育委員会は教育長と委員から成り立つということ。

委 員： 今は教育長と教育委員長が別々にいるわけです。それを合体させる

わけですね。

市 長： ですから、教育長の責任が物すごく明確化されるようになる。

委 員： 例えば、教育委員会の専権事項ってありますよね。教育課程の編成

とか、個別の教育人事だと県費負担職員ですので、県教育委員会の人

事とかになるわけです。

ですから、教科書と教育課程の編成をすると、ほとんど中身は決ま

っているわけで、問題はその周辺に何が置けるかということだけです

よね。それを決めるのは、もちろん最終的には教育委員会が決めます

が、しかしそれは首長が教育長を選んでいますし、教育長の意向を教

育委員会としては酌むという前提に立っているわけですが、対立しな

いというわけでもないんですけれども、そこは調整の問題だと思いま

す。

市 長： 教育長の職務がクローズアップされるんじゃないですかね。

これから、子育てにも絡んでくる、児童育成クラブなんかで、学校

の開放を今学校長が全責任を負っているわけですよ。それを授業の時

間までは学校長だけれども、それ以降は、市長部局に任せよと。

委 員： 学校管理権の一部を市長が持つという形であれば、この仕組みなら

可能なような気がしますね。

市 長： それをさせようかと思っていて、校長の責任ではなくて、学校開放

は体育館も全部エアコンを入れましたので、１年を通して放課後開放
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すると。

委 員： 総体的に見守っている教育委員会の権限はやっぱり小さくなるんだ

と思います。

議 長： これは全ての教育ですか。つまり、いわゆる学校教育だけなのか、

社会教育とか成人学校とか、そういう成人教育機関がありますよね。

日本はそれが立ちおくれているんだけれども、社会教育なんかはカル

チャースクールみたいなものしかなくて、問題だと思うんだけれども、

そこはどっちの権限なの。

委 員： ここはまだ義務教育を前提にした仕組みなので。社会教育は今どう

していますか。

市 長： 社会教育自体も入っていますよね、教育委員会の中に。

委 員： だったら、これは外に出せるんじゃないんですかね。

市 長： これを機会に生涯学習部、こっちに市長部局に持ってくるという。

委 員： それはもう前からいろいろなところでやっていまして、出雲なんか

はもう随分20年ぐらいの歴史を持っているんじゃないかな。

議 長： 教育都市宣言とかってやっているところは、教育委員会に教育やら

すなという原則ですよね、どこの市長もみんな言って、市長部局がと

っているんだよね。

委 員： そうです。やろうと思えばできるんですよね。

市 長： できます。ただ、これで個別の教職員人事などは教育委員会の専権

事項というので、実際は、かなり我々苦戦しているんですよ。

委 員： 私は県教育委員会と３年ぐらいつき合っているんですが、学校の先

生方は進学率が一番と思っているんですよ。何といっても進学、うち

は進学校といって、あなた方は大学の何たるかを知らないと私は言っ

たんですけれども、大学でどういう教育をしているか知っているんで

すかと。だから、そういう中身も知らないでとにかく大学に行かせる

ことが唯一の目標みたいになっていて、本当にがっかりしますよ。

教育者としてあるまじきことばかりやっているんですよね。人間の

教育なんか何も考えていないんですよ。ただ、その子育て世代も進学

ということを考えているのか、その辺はちょっとよくわかんないです

けれども。

議 長： そうですね、だから教育といったときに、日本の場合には、社会の

構成員、次を担う人を育てるという意識はあまりない。個人個人の市

場でやる能力を身につけさせるというふうに親も思っているから、何

か、塾の数が学校数を突破したんでしたっけ。

委 員： 何か進学で特化するならば、やっぱり今は予備校のほうがいい先生
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もいますので。

議 長： ちょっと異常でしょう。何区でしたっけ、いずれにしても貧しい人

にも塾に通わせないと教育のあれに反するとかって言っているわけだ

から、何かそれだともう世も末みたいなあれですよね。

委 員： 学校の先生たちがちゃんと教えなくて、塾で聞いてくれみたいな話

になっているんですよ。小学校の英語教育はほとんどがもうビデオ見

せて終わっているんですよね。ほとんど英語しゃべったことない先生

がやるわけですからね、無理ですよ。

議 長： ほかに、何か教育関係ございましたら。

委 員： よくわからなかったので、今回非常によくわかりました。

議 長： 参考資料２は人口構成とかですね。参考資料３で、住み替えに関す

る資料がありますが、これは何か意味が。

公室長： この辺は逆に、話の流れの中で必要があればご説明させていただく

ということで、今日のお話の中でなかなかそういったところのお話に

はなりませんでしたので、とりあえず参考としていただければと思い

ますので。

委 員： 市長は５期目ご当選されて、本当におめでとうございます。

市 長： ありがとうございます。

委 員： ４年間の何か新たなビジョンみたいな。

市 長： もうマニフェストという言葉は民主党政権で死語になってしまいま

して、改めて政策公約集として出して、配布させてもらったんです。

今の教育委員会改革にも関与していこうとは思っているんですけれど

も。

委 員： 余計なことかもしれませんが、30代のお母さんたちの意見を聞くよ

うな機会があるのかなと思うんですけれども。

市 長： あります。特に１月から子育て真っ最中のお母さん方と、結果とし

てそれがミニ集会につながったんですけれども、随分開いてきました。

委 員： そうですか。

市 長： はい。何とか平成27年度にフィンランドに行ってみたいと思ってい

るのは、ネウボラとかいろいろ、子育てではかなり功を挙げていると

聞いていますので、本市の場合は出会いから、婚活から始めているん

ですけれども、妊娠、出産、就学前までという切れ目のない支援をど

こまで仕切るかというのがこれからの。

本当は成人に近いところまでというのが本来なんでしょうけれども、

今まで寸断されてしまっているので。

委 員： 流山市がマーケティング課を持っていて、あそこはかなり若い世代
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が入り込んだんですよね。

市 長： シティプロモーションですよね。

委 員： どうも不動産、デベロッパーとも相当協議をしたらしくて、子育て

世代が来やすい条件を市と不動産屋との間で相当決めたということら

しいんですよね。

そこまではわかっているんですが、具体的に何をやったのかはよく

わかんないんですけれども。

市 長： やっぱりうちと違うのは、うちは婚活なんかをやっても、結婚して

浦安に住んでくれるかというと、家賃も分譲でもローンが高い、分譲

価格も高いもので、まずは一旦出るんですよ。ですから、議会で絶え

ず出てくるのは住宅手当を補助しろとかね。

でも、それは違うだろうと。ただ、結果として、例えばちょっと安

い行徳地区に住むんですけれども、行政サービスの違いを見てまた入

ってくるんです。

委 員： 確かに、流山市はまだまだ土地がいっぱいありましたからね。

市 長： 見に行くと本当にあの駅の周辺も畑、山林、山だって我々から見る

と羨ましい限りですけれども。

委 員： 確かにそうですね。

市 長： 実は震災でうちが液状化でかなりダメージを受けましたよね。その

何か月後かに、流山市長が、ポスト浦安というようなこと言いました。

これを機にポスト浦安といって、今まで浦安がひとり勝ちしていると

ころをここでもう立ち直れないだろうから、流山がとってかわるみた

いなことを言っていました。

それがシティプロモーションにつながっているんです。プロの広告

代理店の人間を市の職員に採用しています。

あれはあれで成功しているなと思っているんですけれども、その逆

襲をどういう形でやろうかと。

委 員： 空き家対策法が成立しましたけれども、空き家はどうですか、浦安

に空き家のほうは。

議 長： 空き家対策法は何を決めたんですか。

委 員： 基本的には危ないものは壊すとか、できれば地域のために使ってほ

しいということです。

市 長： 更地にすると固定資産税が高くなるんですよね。だから、そのまま

にしておく。そこが一番の問題。

委 員： ちょっと詳しくまだ内容を見ていませんが、恐らくその公共的なも

のに指定すると免税となるような形になっているんですかね。



14

市 長： 問題は老朽化して崩れかかっている空き家をどうするか、というと

ころなんですけれどね。

委 員： そこは壊すか手入れするかというようなことが課題になっていくの

で、中・長期的なプランニングをするというようなことも入っていま

す。

市 長： 震災時なんかはもろに崩れる危険性のあるところですからね。その

かわり更地にすると税金が高くなるというネックをどう解消していく

か。

委 員： 幾つかの自治体では、空き家を放課後の子どものために使ってみた

り、コミュニティーの物産を売る店にしてみたりといったことをやっ

ているので、そういう利用の仕方もぜひ考えてくださいということで、

割と幅のある。

議 長： 空き家から生じる事情っていろいろあると思うんですが、一つは相

続がありますよね。地方と都会とは違うと思うんですが、都会の場合

には相続などでやったとしても、本来だったら貸したほうがいいんだ

けれども、日本の借地借家法で一回貸したら終わりだというので、大

体、貸さない。なので、例えばそのときには、よくわかんないのは、

所有者にとって公的に市町村や何かに利用してもらったとしても、メ

リットは何があるかというと、例えば賃貸料取ってもいいですよと。

そのかわりその使用貸借みたいなもので、いつでもフリーに解除でき

るんですよと。だけど使用貸借って無償じゃないといけないんだから、

使用貸借はあれですよね。

委 員： いや、だからそこはかなりフレキシブルにやろうということです。

免税もあれば、固定資産税免税もあれば。

少なくとも今回の空き家対策法は、何か決まったこういうふうにや

れというんじゃなくて、メニューを幾つも挙げているんですよ。だか

らそのメニューをうまく使ってくださいねという、景観法に近いあれ

ですよね。景観条例をつくって条例でうまく使ってやってくださいね

という感じのことで。

市 長： 震災のときに一番問題になった我孫子市なんかは、液状化でやられ

たところをそのままにして出ていっちゃった。建て直しも金がかかる、

売れないというので、傾いたまま出ていっちゃったというのが随分あ

った。

公室長： お隣の市川でも逆に２割ぐらいあるという話で、正確には調べてい

ないですけれども、うちのほうも結構あるんじゃないのかな。子ども

たちが出ていって、それで親が今度は施設に入ってしまうとか、そん
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な形で、それと賃貸住宅の空き家なんかもいろいろあって、戸建てと

賃貸の空き家とかいろんな問題が混在しているような状況ですね。

議 長： 普通は、安くすればいずれにしても市場原理で貸せるはずですよね、

本来は。なんだけれども、貸さないのは何かというと借家法の問題が

あるのか、また別な理由があるのかですよね。

市 長： それを解消するのが移住住み替え支援機構とかね。

議 長： 住み替え支援。これはどういう構想ですか。

公室長： 本市の中町地域、昭和50年代に戸建て住宅が整備されて、一挙に入

居が始まって、いまそこがお子さんたちが出ていって高齢者世帯にな

ってきている。高齢者世帯になると、なかなか庭の手入れができない、

あるいは２階に上がれないとか、そんな問題があって、非常に高齢者

の方は住みにくいと。

片や先ほど市長が言われたように、子育て世帯からすると浦安は家

賃が高いと、そういったところで、できれば高齢者の方がそこを子育

て世帯に何年か貸して、そのお金でサービス付き住宅に入るとか、そ

ういったことができればなと。

子育て世帯は、安価な値段である程度広い住宅に住むと。それをい

ま実際にやっているのが、移住住み替え支援機構。こちらのほうにい

ろいろ相談に行って、浦安でもそういったことを、今検討し始めてい

るところです。

市 長： リバースモーゲージとは違うんです。

前もお話ししましたけれども、一番高い丁目が1,200人近くいる私の

住んでいるところなんですけれども、40％を超えているんですけれど

も、第二期の埋め立ての1,400人ぐらい居るところは高齢化率が1.16％

だったかな、この格差が物すごく30倍近く開いているのがうちの大き

な特徴の一つ。埋め立ての過程と、できた過程で随分違っちゃうんで

すね。

議 長： できた時期で違っちゃうということですね。

市 長： 第一期の埋め立て地区で、まさに団塊の世代が一気に入ってきた。

全体では15％なんですけれども、非常に地域間格差が顕著なのが本市

の特徴です。

委 員： 団塊の世代の方たちが、空き家の話もそうですけれども、亡くなっ

た後の見通しというか、今の子育て世帯には非常に大きな話ですよね。

議 長： よろしいですかね。

市 長： いろいろ参考になりましたし、本当にありがとうございました。


