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第２３回浦安市賢人会議

１．開催日時 平成 27 年７月 17 日（火）16 時 30 分～18 時 30 分

２．開催場所 都市センターホテル 707 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、市長公室次長、秘書課長、企画政策課長、

行政経営室長、企画政策課 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) 議事

これからの自治体経営について

～すべての子どもと子育て家庭への切れ目のない支援を目指して～

【2015 フィンランド視察報告】

（閉 会）

●市長あいさつ

市 長： 今回、５月 23 日から約１週間、フィンランドを訪問してきました。

北欧のほうに目を向けるきっかけとなったのは、神野議長から、競

争の原理のアメリカ型ニュー・パブリック・マネジメントから、そう

ではないもう一つ、スカンジナビア型があるということを伺って、平

成 19 年、20 年、いろいろ本も出させていただいたり、今、障がい者福

祉あるいは子育てのほうも大分影響が及んでいると思っていますけど、

改めて、今回は子育てに特化したフィンランドを視察してまいりまし

たので、30 分ぐらいご報告させていただいて、あとはいろいろ皆さま

方のご意見をいただければと思っています。

●議長あいさつ

議 長： きょうはフィンランドの視察の報告を拝聴できるということなので、

それをめぐってご議論させていただくということで、私もフィンラン

ドは行ったことがないんですが、あの国はちょっと複雑で、確かスウ

ェーデン人がかなりいるはずです。
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市 長： 公用語はスウェーデン語ですよね。

議 長： というか、一つの諸島なんかは、言語はスウェーデン語にさせられ

ているんです。

スカンジナビア半島のフィンランドとスウェーデンの間に、オーラ

ンド諸島というのがあるんですが、もともとフィンランドもスウェー

デンの領土だったんですね。千八百何年かのロシアとの戦争で、フィ

ンランドもオーランド諸島もとられてしまうんです。その後、ロシア

で革命が起きたときにフィンランドは独立するんですが、その際、オ

ーランド諸島は、フィンランドは我が国の領土だと主張するんです。

それに対してスウェーデンは、冗談じゃないと、フィンランドをとら

れたのは認めるけれども、ここの島は一緒にたまたまとられただけで、

我がスウェーデンのものだと主張するんですよ。

そんなまとまらないときに、世界の平和を目指す国際機関として、

初めてできた国際連盟にスウェーデンが提訴するんです、裁いてくれ

と。そうすると、受けなければ、竹島がそうですね、受ければ国際裁

判所が裁くんですが、フィンランドは受けるんです。

そこで、国際連盟が裁くんですけれども、裁くのは誰かというと、

東京帝国大学経済学部の教授の職を辞して、国際連盟事務次長だった

新渡戸稲造先生だったわけです。

それで、新渡戸先生は、このオーランド諸島の領有権はフィンラン

ドとするといいますから、フィンランドの国民は大喜び。それに対し

て、ただし、言語はスウェーデン語とし、スウェーデン語でスウェー

デンの文化を子どもたちに教えなければならないと裁定されるんです

よ。それで、もうスウェーデンも大喜びなんですね。なぜなら、ヨー

ロッパで言語は決定的な意味を持つのと、もう一つ重要なのは、全然

言語が違うんですよ。フィン族ですから、アジア系語族とヨーロッパ

語族で全く違うんです。

それを見事に裁いてくれたので、結局、領土問題で当事国の全てか

ら感謝されるような裁きをできるのは日本人だけだということになっ

たわけです。

なぜそういうことができるのかというと、日本では子どものうちか

ら、日本が生んだ偉大な政治家である聖徳太子の「和を以て貴しとな

す」という原則が、徹底的に子どもたちに教えられていると。かつ、

日本の政治がうまくいっているのは、聖徳太子の「和を以て貴しとな

す」という原則が日本の政治原則として息づいているからだという、

とんでもない誤解まで生み出している。
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市 長： もともとデンマークが一番大きな宗主国ですか。

議 長： そうです。デンマークが一番大きく占領していたんですよ。スウェ

ーデンなんかでも旧市街を歩いていくと、騎士が竜を踏みつけている。

この竜はデンマークを意味しているんですが、フィンランドというの

は、いつも仲間外れ。

例えばスカンジナビア三国といったら、入れてはくれないわけです

よ。だから、フィンランド国はかわいそうに、いまだに日本に飛行機

飛ばしているでしょう。ＳＡＳはストックホルムからの直行便を飛ば

さないですよ、日本なんかに。ＳＡＳはスウェーデン、デンマーク、

ノルウェー、３カ国ですから、フィンランドは仲間じゃないですよ。

フィンランドを入れるときには、アイスランドも入れて５カ国に。

市 長： 確かにフィンランドとの直通はあるんですよね。

議 長： 独自に（飛行機を）飛ばさなくちゃいけないので。

●これからの自治体経営について

～すべての子どもと子育て家庭への切れ目のない支援を目指して～

【2015 フィンランド視察報告】

市 長： お手元を見ながらで結構ですけれども、進めさせていただきたいと

思います。

５月 23 日から約１週間、非常によかったのは、実は着いた日が土曜

日の夕方で、翌日ヘルシンキの街をじっくり見たということで、最初

からフィンランドをよく知っているみたいな雰囲気になって視察がで

きたんですけれども、行ったのは非常にいい時期で、９月からの半年

間のどんよりとした日本海側気候みたいなものではなくて、こういう

状態が絶えずありました。

国の概要ですけれども、日本の面積よりちょっと小さい中で、千葉

県よりも人口が少ない。ただ、ＧＤＰは日本よりずっと上で、何より

も合計特殊出生率が 1.80 ということで、内閣府も厚生労働省も、今、

フィンランドということを、よく言われています。

神野先生から、スウェーデン、ノルウェーとは全く異なると。ただ、

中学校の教科書には、新渡戸稲造よりも東郷平八郎が出ているんです

よ。

議 長： というよりも、２つ尊敬する理由があって、１つは日露戦争に勝っ

た、前にバルチック艦隊がありますからね。フィンランドの最大のビ

ールは東郷元帥を記念した東郷ビールだったんですが。

市 長： 東郷ビールはなかったですね。
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議 長： 東郷ビールが一番だったんですよ。フィンランドはちょっとわかり

ませんけれど、スウェーデンはほとんど禁酒状態で、飲めてアルコー

ル度の低いビールなんですけど、フィンランドもそうでしたか。

市 長： 社会問題でもアル中の問題と薬物中毒が、子どもたちへの影響が半

端じゃないらしいんです。

議 長： 半端じゃないというか、日本人はアル中になるまで飲めないんです

よ。あの国の人たちは飲み続ける体力があって、がばがば飲んじゃう

んですよ。

市 長： 初めて見ました。街なかでウォッカをがぶ飲みしている……

議 長： 禁止していないの。

スウェーデンがほとんど禁止状態なのは、男に飲ませるとドメステ

ィック・バイオレンスになるから、飲ませないんだと言っている。

市 長： そこがやっぱり社会問題なんですよ。

議 長： ラトニアは、アルコール類の消費量が一番多い国なんですけれども、

ラトニア人が飲んでいるよりも、基本的にはフィンランド人とかスウ

ェーデン人がそこへ行って、飲んじゃうんですよ、自分の国で飲めな

いから。

市 長： 至るところで飲んでいましたよ。

議 長： いずれにしても、東郷元帥は尊敬されています。

市 長： ただ、教育には物すごく力を入れている国ですよ。ＧＤＰの 5.8％を

かけている。

ちょっと基礎教育で驚いたのが、６歳からプレスクール、７歳から

小学校ということなんですけど、10 歳から科目専門制で学年制じゃな

いと、このあたりは私も驚いたのと、６歳からでも８歳からでも小学

校に入学できる。一応７歳となっていますが、保育園がないとか、発

達がおくれているとか、早生まれ対策とか、私も実感しているのは、

１月末に生まれて、小学校、中学校では体力が追いつかない、それで

随分苦労したんですが、そういう配慮もあるということです。

実はこの７歳から 16 歳までは、教科担任の先生が点数をつけるんだ

と。その子の評点を。試験がない国だそうです。

議 長： それは普通なんですけど。成績をつけるのは進学のためですから。

スウェーデンもそうですけど、基礎学校というのが小学校、中学校一

貫ですので、最後の、日本で言うと中学３年のときにのみ評点を。そ

の評点は何でつけるのかというと、順番なんか意味がないんだけれど、

高校進学のためでそれ以外はないんです。

市 長： 高校進学に当たっては、進学志望の第５希望まで本人が、先生の評
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点によって、志望校に提出して、学校が選ぶと。この評点が気に入ら

ないと、最後の 16 歳からもう１年、10 学年という言い方をしているん

ですけれども……

議 長： 北欧の教育制度って基本的にそうでして、日本で言えば中学浪人み

たいなのができるのは、点数が悪いと自分の望んだところに行けませ

んから、取り直すんですよ、わざと落第して、それは大学でも同じで、

一貫してその考え方。

それで、スウェーデンの場合には 23 年間できますから、人によって

発達の仕方は違うから、後で伸びる子もいるのでゆっくりやっていい

よと。日本のように、分数もわからないけど上げ（進学）ちゃえとい

うことはあり得ない。

市 長： 大使館に確認したんですけど、落ちこぼれという概念ではなくて、

本人も親も歓迎して１年やり直す。

議 長： つまり、ゆっくり伸びる子もいるし、早く伸びる子もいて、いろい

ろあるということになっている。

市 長： 16 歳まで試験を行わないというのは、北欧はみんなそうなんですか。

議 長： 北欧はみんなそうなのと、スウェーデンの場合、そのかわり学期ご

とに成長懇談会という三者面談をやるんですよ。

先生と教師と両親と面談して、この子はどう教育していったらいい

のかということを話し合うんです。そのときに、子どもから先生の話

はよくわからないと言われたら、先生は教え方を変えないといけない

し、下手をすると担任を替えられるんですよ。

市 長： このあたりの教育はどうしても制度がわからなくて、帰ってきてか

らいろいろ調べたり、大使館に連絡したりしてわかったんですが、確

かに試験をしないから他人の成績に関心がないんですよね、自分の進

路ばっかりで。

議 長： そうですよ。それで、例えば三者面談でもって、この子はピアノに

対して才能を持っていると決まったら、ピアノを教える先生をつけな

いといけない。

委 員： 全部無料ですか。

議 長： 無料です。イギリスを除けば、ヨーロッパの場合には基本的に。

市 長： 驚いたのは、フィンランド大使館のミッコといったかな、本を書い

ている、フィンランドの子育ての。この方は大学 10 年、修士を３つ持

っているんだけど、ちょっと行き過ぎたかな、なんて言っていますけ

ど、普通らしいですよね、大学生を 10 年やっているって。

今、日本が高等職業専門学校みたいなのをつくろうとしているんで
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すよね。多分、このあたりを参考にしているのかな。ただ、無料じゃ

なければ……

議 長： そこまでちゃんとやってくれていれば申し分はないんですが……

市 長： いや、ちょっと土壌が違い過ぎて。

高校も、学年制ではなくて単位制で、本来４年制なんですけど、ほ

とんどが３年で卒業すると。

議 長： あれ、４年制になっていますか。

市 長： 制度は４年制なんですって。

議 長： そうですか。スウェーデンは９・３ですね……

市 長： 高校ですよ。

議 長： 高校なんですけど、その上は３ですね、だから、後期中等教育。

市 長： さっきの３・６・４と言っていました。ただ、３年でほとんど卒業

してしまうと。実質３年制だと言っていました。

議 長： スウェーデンと基本的に同じですね。普通の高校と職業高校と、い

ずれかを選ぶことになるんです。

市 長： 余り格差はないんだと、学校間はあると。当然ありますよね。

議 長： 以前と違って、職業高校に入ってしまうと、大学進学が困難になる

ような仕組みはやめているんですよ、スウェーデンは。

市 長： 卒業は得意科目６教科と言っていました。本当にわからない。

大学の在籍者で、高校を卒業してすぐ進学する子どもたちは３割し

かいないんだそうです。７割は一旦社会に出て、スキルアップのため

に戻ってくるそうです。

議 長： ドイツもそうですけれど、スウェーデンも 30 歳ですね、大体、大学

生の平均年齢が。それから、フィンランドはわかりませんが、スウェ

ーデンは兵役の義務がありますから、高校出た後、すぐに兵役をやる。

委 員： 30 歳までずっと学生をしていて、働かないんですか。

市 長： いや、一度社会に出て、また戻るんです。

議 長： 働きます。

委 員： 能力別ではないといっても、できなかったらまた戻るわけでしょう。

市 長： 個人がね。多分そうですよね。

議 長： かなり科目別に考えているので、この科目がとれないというと、大

学も同じことなんですけれども、この科目とこの科目を取らなくちゃ

いけませんよねというと、この科目は取れなければもう一回やるんで

す。科目別にいい成績じゃないと、好きな高校とか大学に行けない場

合には、もう一回落ちて取り直す。

可がついたら優が取れるまでやり直すというような感じになります
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ね。

市 長： 実際こういう教育では、先生の負担が物すごく大きいんじゃなかと

質問したら、確かに大きいと。だけど、きめ細かに、難しければ少人

数クラス、一時的には２人とか３人とかまで分けてしまうと。

それと、ちょっと驚いたのは、アールト大学という昔のヘルシンキ

工科大学ですか、たまたま大教室をのぞいたら、授業を２人教授制で

やっているんです。要は、コピー・アンド・ペーストじゃないですけ

ど、学生たちが大学でもパソコンを持ち込んでネットで調べて、それ

を一々質問したりすると、先生がそれに対応できないから、必ずそれ

を調べる先生がもう一人いて、２人教授制の授業ということで、ちょ

っと驚きました。

また、特別支援、これからいう特別支援というのは、障がい者の特

別支援じゃないんです。ずっと錯覚していたのが、要はきめ細かく支

援するための特別支援の先生ということなんです。

確か、フィンランドの教育がクローズアップされたのはＯＥＣＤの

発表でしたよね。最新の 2012 年では、日本を抜いているんですよ、ど

れも。ただ、先進国で最も授業数が少ないのがフィンランドだそうで

すね、全体で 190 日間、今回視察してきたのがこういったところで、

これは後でまた……

議 長： 基礎教育がですか。

市 長： 日本でいう中学クラス、ＯＥＣＤの基準でいうと、これ中学生です

よね、中学２年だったかな。

授業日数が一番少ないと。日本に比べて 40 日、それでもここまでと

いうのはちょっと驚きですけども。

一番関心のあるネウボラについて、ヘルシンキ市のトップの方にお

話を伺ってきたんですけども、ネウボラで、学校に入った後は、今度

は学校保健師が絡むという言い方をしていました。特別支援、それか

ら最も大変な精神的な障がい者とか、こういった制度を今確立してい

ると。まだまだ道半ばという言い方をしていたんですけども。

実は、ヘルシンキ市と、エスポー市という隣の市も行ってきたんで

すけど、施設になりますが「ＳＯＳチルドレン・ビレッジ」、それから

「ファミリー・リハビリ・センター」、このあたり、よくここまで案内

してくれたなと思ったんですけど、特に虐待ですとか家族崩壊、ある

いはさっき言ったアル中、薬物依存、精神障がい、もちろん親ですが、

こういった方たちをサポートする学校、それからファミリー・リハビ

リ・センターでは、日本は普通、隔離しますよね、シェルターに。そ
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うではなくて、６家族、まとめて８週間のリハビリカリキュラムをす

るということで、これもヘルシンキ市営ということで、かなりニーズ

があるということを改めてここで感じました。

フィンランドが、なぜ子育てに力を入れたかというと、乳幼児死亡

率、これが非常に高かったんだそうです。1,000 人のうちどれくらい亡

くなったかというと、1920 年あたりの大きな反省から、ネウボラとい

うのがスタートしている。子育て夫婦にいかに寄り添う（サポートす

る）かということで、現在、こういった状況になっていると聞きまし

た。

話題になった育児パッケージですが、ネットなんか見ると、４万円

相当の育児パッケージを与えることで行政と関わるんだと。中身を見

るとすごいですよ。

私どもでいろいろチェックをしたんですけども、ここまではやる必

要はないということで、かなりコンパクトにしましたが。

イギリスの皇太子妃が王子を出産しましたが、これを贈ったそうで

す。

現金給付かどちらかということですけども、97％がこちらを選んで

いるということで、浦安もこれを去年の 10 月から始めましたけど、色

をあえて変えているのは、同じ年の生まれということがわかるように

ということで、うちのを持っていって、向こうで感想を伺いましたら、

非常によくできているとおほめの言葉をいただきました。

さっき言った 1920 年、ロシアから独立する中で、マンネルヘイムと

いう方が、今でもこの一族が基本的にはネウボラを支えていると言っ

ていました。スタートしたのがこのネウボラということで、子どもの

ため、家族のためにスタートしているんです。

向こうも、男性の育児休暇取得率が半分にも至っていないという言

い方をしていました。

驚いたのは、日本では妊娠のチェックを産婦人科がしますけど、向

こうは薬局で市販の検査用具で、自分で確認するということです。

第１子は保健師が 12 回、医師が３回ということで、このときはまだ

家庭訪問があるんですけど、第２子になると家庭訪問はしないという

ことで、日本も余りおじいちゃん、おばあちゃんが一緒に住んでいな

いというもあるんでしょうけども、ファミリー・コーチングという、

出産前に２回、出産後に１回、出産経験をした方たちが体験談をグル

ープで行うと、それもネウボラではなくて公園や児童館というふうに

聞いていました。
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日本と大分違うのは、６歳まで同じ保健師が担当するようですけど

も、ヘルシンキは、64 万人都市ですけれども、保健師だけでも 260 人

ぐらいいて、全部、市の公務員、そして、サポーターが約 90 人近くい

るという中でやっているんです。

私どもが非常に注目したのは、子どもの健診ですけども、日本は６

カ月、１歳６カ月、それから３歳児健診ですが、むこうは、４歳なん

だそうです。

４歳でかなり広範な健診をすると。これは学力という言い方をして

ましたけれど、要は知能、身体機能、集中力、社会性の欠如とか、何

で４歳かというと、今までエビデンスを蓄えた中で４歳と決めたよう

ですけれども、４歳で発達障がいとかさまざまな遅れがわかれば、そ

こから先のプレスクール、５歳、６歳の２年間、十分なサポートが可

能だということを強く言っていました。

フィンランドでも初めてのようなんですけども、保育所、幼稚園と

小学校の低学年を一つにした学校が試みとしてとして始まったようで

す。ここでも、まず６歳児の幼稚園や保育園から、就学前スクールと

いうプレスクール、それから小学校の１年生、２年生という切れ目の

ない、ただこの国は母国が 27 国で、いろんな国から移民、難民が押し

寄せている。それに対して 20 カ国語の言語で対応しているということ

で、学校、保育の現場は大変だろうなと。

母国語が 20 カ国と言いましたけども、このほかに移民、難民には部

族の言葉、それから文化が余りに違い過ぎて、戦火のないところから

逃れてきたというだけで満足している人たちもかなりいるということ

で、大変な状況なんだろうなと。

特にフィンランド人だけというクラスもあるんですけれども、基本

的には異国の人たちがかなりいる状況です。

委 員： ５月の末から夏休みですか。

市 長： そうです。６、７、８月が夏休みです。

議 長： それはちょっとやり過ぎですね。

市 長： さっき言った、日本人から見て 40 日というのは、もう１カ月、それ

だけで夏休みですよね。

議 長： スウェーデンは、２カ月のような気がした。

市 長： 先ほど話をしたファミリー・リハビリテーション・センターは、泊

まり込みで虐待家族をリハビリする施設ということで、最終的に復帰

する方もいるんでしょうけど、子どもたちは養護施設が最終決定する

までここの職員が見る。
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あと、普通の教室の至るとことに、芸術品がありまして、なぜかと

聞きましたら、建物を建設するときに必ず１％でしたか、公共の建築

物を建てるときには、芸術品に割かなくちゃいけないというパーセン

テージが決まっているらしいんです。

議 長： 少ないですよ、スウェーデンは３％ですから。

市 長： １％でも驚いたんですけど。

話を戻しますが、ファミリー・リハビリテーション・センターでは

８週間のリハビリカリキュラムと聞いたんですけども、こういった家

族に対して支援するカリキュラムのノウハウを蓄積しているというこ

とに驚きました。

プラス、実績として、参加者の 75％に効果が表れていて、ベストと

は言わないけども、ベターな家庭になっているということです。

８週間観察するわけにいかないので、責任者にこれを市でやるのか

県でやるのか国でやるのかは別として、こういったノウハウ、例えば

日本で展開したら来てくれますかねなんて話をして、実はフィンラン

ド大使にもこの話をしたら、それは喜んで仲介しますということで…。

このほかに、ＳＯＳチルドレン・ビレッジという施設もあるのです

が、かなり悲惨な状態で、職員が夫婦になっているところには７人の、

里親ではないんですけど一つの家族を感じさせるような、一人の職員

には４人まで、絶えずそのビレッジから学校に通う、土日は自宅に帰

してと、そういうことをやっているということで、かなり驚きました。

基本的にはやっぱりスウェーデンと同じなんですね。社会保障料、

税金はしっかり取った上で、ライフサイクルで公共サービスと保障の

関係があるんだなということで。

さて、一方的な話は、このあたりで最後にさせていただければと思

います。

やっぱり文化が違い過ぎるというのと、もう一つ、実はフィンラン

ド全体で、18 歳未満で、結婚していないカップルから子どもが生まれ

ているのが４割……

議 長： 事実婚と言うんですよね。

市 長： そうですね。婚姻届は出していないという言い方をしていましたけ

ど。

あと、児童保護、完全に保護されている、さっき言ったＳＯＳビレ

ッジも含めて、官民合わせてこれが１万 7,000 人いると、540 万人の国

でですよ。児童保護の関与している子どもたちも７万 9,000 人いると

いうので、ちょっとこの数値はびっくりしました。完全に保護されて
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いるのが１万 7,000 人。

その原因が、薬物中毒、アルコール、精神病、それからダブルで虐

待、ネグレクトが起きているということで、かなり気候が精神に及ぼ

している。

議 長： 家族のリハビリというのは僕、スウェーデンでは見ていなかったの

で興味を持ったんですけれども、この対象となる虐待家族というのは、

子どもの虐待ですか、それともドメスティック・バイオレンスとかい

ろんな家族問題あるわけですよね。

市 長： 基本的には子ども、我々の対象はずっと子どもだったので。

議 長： 子どもの虐待に対して、全員、家族ごと保護しますよという施設な

んですね。

家族が基本的に何かいろんな原因でうまくいっていないとき、とい

うことではなく、子どもの虐待をということ……

市 長： 基本的に子どもが介在したセンターだと聞いています。

委 員： ここまでさまざまな支援や施策が行き届いていて、それでも育児不

安とか育児ストレスがやっぱりあるのですね。

市 長： あるんですね、多分ね。

委 員： だから虐待という……

市 長： でしょうね。千葉県で１万 7,000 人が児童保護なんて考えられませ

んから。

議 長： 虐待というのは育児不安から起こるんですか、基本的には。

委 員： いろいろ原因があるんですけど、加害者の６割がお母さんで、中に

は育児疲れが原因の場合も少なくないようですね。

議 長： それで虐待になることも……

委 員： ええ。育児疲れが原因で虐待に至るケースが何割かあります。もち

ろん経済的な問題とか他の原因もいろいろと複雑に絡んでのことです

けど。

市 長： 今回、大使館の大使の方と帰ってきて、話をしたら、よくＳＯＳチ

ルドレン・ビレッジとか、リハビリセンターを見せてくれましたねと

逆に言われるくらい、思いがけないものを見てきました。

ただ、この社会現象が半端じゃないというのは驚きました。

委 員： 今日のお話を伺う前は、ネウボラがあるフィンランドの子育てはす

ごくハッピーで天国みたいなイメージがあったんですが、現実は非常

に厳しいのですね。ですからネウボラがあるのであって、それがなか

ったらフィンランドの子育てって、もしかしたらもっとひどくなって

いたんでしょうか。
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市 長： 原因は、さっき言った乳幼児の死亡率。

委 員： この死亡率も別に虐待だけではなくて、寒さなどの気象現象も……

市 長： フィンランドの歴史を見ると、とにかく貧しい、貧しいと出てくる

んですよ。

委 員： そうすると、こういう育児パッケージの必要性も大きくて、親にと

っては相当ありがたいんですね。

議 長： フィンランドは労働移民、受け入れていますか。

市 長： 移民、難民はすごいみたいですよ。

議 長： スウェーデンは労働移民を認めないんです。政治的な難民のみなん

です。

市 長： 一番の産業の旗頭だったノキアがマイクロソフトに買収されました

よね。

議 長： フィンランドだけです。ユーロに加盟しちゃった。デンマークだっ

てスウェーデンだって、ユーロに加盟しませんでしたよね。

加盟したことによって、あんなによかったフィンランド経済が落ち

込むんですね。

市 長： そうですね。スウェーデン、クローナですものね。

議 長： スウェーデンは絶対にやりませんよ。条件を同じ通貨で経済を動か

すということは、生産の条件を同じにしなくちゃいけませんので、福

祉の水準を下げないといけないんですよ。そうでないと競争力が持て

ませんから。片一方だけ福祉充実させておいて、同じ競争力でやれと

いっても同じ通貨じゃ無理なんです。だから、絶対スウェーデンもデ

ンマークも参加しないんです。ところが、フィンランドは参加しちゃ

ったのでガタガタ、とにかくイタリア、ギリシャ問題が出てきたあた

りからもうフィンランド経済はおかしくなっている。それはユーロに

加盟しちゃったからなんですよ。

委 員： 市長の直接の視察のお話と神野先生の解説で、イメージしていたの

はとはずいぶん違うフィンランド像がつかめた思いです。お話を伺う

前は、何かこうムーミンのいるユートピアなのかなというイメージが

あって、だから手厚く子どもたちにもやっているんだなと想像してい

たんですけど。

市 長： 多分、ＳＯＳチルドレン・ビレッジとかファミリー・リハビリ・セ

ンターを見せてもらわなければ、ネウボラだけ見て、るんるんで帰っ

てきたのかもしれませんけども。だから、よく見せてくれたねとフィ

ンランド大使が言いましたよ。

委 員： ただ、健診が４歳という形になっているのは非常に理にかなってい
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るように思います。子どもの発達上の課題は３歳ではまだよくわから

なくて、４歳くらいである程度明らかになるということがありますの

で。

市 長： 今、５歳やり出したところもありますよね。

委 員： そうですね。発達心理学的に言いますと、目の前にないものをイメ

ージ化して、たとえばおままごとで葉っぱをお皿にしたりしながら遊

べるとか、あと保存の概念や心の理論が獲得できるのがだいたい４歳

過ぎぐらいなんです。いわゆる認知発達が順調に進んでいるかどうか

ということですが、そこでチェックするとわかることが多いので。

市 長： 向こうは７歳の入学で、プレスクールで２年間丸々そこにサポート

できると。基本的に、スウェーデンと違うのは、障がい児を普通学級

に入れるとか、そういうことは一切しない。

議 長： ノーマライゼーションしないんですね。

市 長： していないようですね。ずっと特別支援って聞いていたんで、おか

しいな、障がい児が出てこないなと思ったら、自閉症もいませんし、

さっき言った保育園と小学校低学年の学校も、知的な障がい児もいな

いとはっきり言っていました。

委 員： このフィンランドへの視察がこれから浦安にどう生かされるのか、

期待しております。

市 長： 教育長にこども部長、こども課長も同行していますので。

今度、先生にも声かけます。行くチャンスがあればよろしくお願い

します。

委 員： 虐待を捉えるときにも、ファミリーへの対応を行うのですね。日本

はちょっとその辺は逆というか、子どもを中心に虐待を考えますから、

そのときはファミリーの病としては捉えず、虐待された子どもへのケ

アから対応するという分割方式ですね。

家族というものは本来、分割できないものだと思うんですけど、子

ども関連の法律も児童福祉法も、皆そういうことで、この辺はネウボ

ラなどとは根本的に異なるように思いますね。ファミリーを中心に考

える、あるいはお母さんを中心に考えるとかは制度としては少ない。

少し意味合いから外れるかもしれませんが、川崎市で子どもの権利条

例をつくったときに、実際に運用してみて、お母さん側につくのか、

子ども側につくのかというので担当者は大いに迷ったと言ってました。

男女共同参画条例もあって、しっかりお母さんもサポートしなきゃ

いけない一方、それが子どもの権利とバッティングしていくときがし

ばしばあるという相談を受けたこともあって、これが上手く機能して
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いるとすれば、どういう行政の単位でやっているのかなという。

法律が非常に細切れになっている分だけ、逆に浦安で何かをやると

するならば、包括的でなくちゃいけないんじゃないかな。

市 長： 隔離させるのが一番簡単なんですよ。でも、それは解決ではないん

です。

議 長： 結局、安寿と厨子王現象があるので、子どもを隔離しても、結局お

父さんやお母さんのほうに行きたがる。そっちへ行っちゃだめよと言

っても子どもは行きたがるので、うまくいかないと思っていましたが、

このやり方でやればいいんだ、お父さんやお母さんも、そこから働き

に行くんですか。

市 長： 子どもたちはそこから学校へ行くんです。よくそれを会社が認めま

すねという、質問をしたんですよ。それは（子どもを）虐待している

ことを示すわけですよね。

多分、ちゃんと行っているという言い方をしていましたけども、一

つ一つの現象 を逃げないで、向かい合っているんだなというのを感

じたんです。

議 長： 日本はちょっと不寛容な社会になっていて、寛容度がないからみん

な隠したがる。精神的な疾患も、精神科医に言わせると、一つの病気

なんだから来てくれればいいのに、来ないからかえって変なことにな

っちゃうという現象がありますよね。

市 長： 心療内科とかは、そのノウハウの蓄積はすごいんだろうなと思いま

したね。

議 長： だから、家族ごとという発想はなかったんですけれども、それは多

分、今の日本のやり方だと保護するといっても限度があって、大変な

んですよ。

市 長： 正直言って、我々も一つ一つの事象は知らないんですよ、守秘義務

とかいって。ただ、現場に聞いてみると、いるんだよという。

委 員： さっきのネウボラですか、あるいはファミリー・サポート・システ

ムには、シングルマザーとかそういうのは入りますか。

市 長： さっきの子育てパッケージも、16 週までに来なければ渡さないんで

すよ。日本人はすぐ発送しますけれど、来て、そこから関わるための

一つのツールだという。

委 員： やっぱり、自己責任みたいなものも醸成しようという、ことがある

わけですね。

市 長： 来て、そこで担当の保健師が、これから長いおつき合いをという、

子育ても子どもだけに関わるんではなくて、母親にしろ父親にしろ、
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一人だけで来たときにその母親、父親の子ども時代の話を何としても

聞くんだそうです。

要は虐待があったかなかったか。だから、本当にもう潜在的な芽の

うちからキャッチするんだという言い方をしていましたね。必ず小さ

いときにそれを受けていれば、子育て中に出てくるから。

だから、さっきの虐待のリハビリセンターで、一番親が言うのは、

子どもに対する嫌悪感情の発露で、この子どもたちを何とかしてくれ

というのが一番多い言葉だそうです。いわゆる、親づくりが使命だと

いう言い方もしていましたけども。

委 員： 余りいい言葉じゃありませんが、千葉県内でもあると思うんですけ

ど、親子三代、生活保護、カルチャーというか文化的遺伝子が受け継

がれていくといったようなこともありそうですね。子どもの虐待につ

いても言えそうです。

大体日本だと児童虐待があるときには、健全な家庭じゃないという

のは当たり前ですけども、貧困の問題とかにつながっているケースも

かなり多いと思うんですよね。

ずっと生活保護をもらっていて、かつ虐待もあるというようなケー

ス。

市 長： よく事例で聞くのは、親のどちらかが精神的な疾患を受けて、そう

いうわけでちょっとしたことでいらついて(虐待が)始まるみたいです。

議 長： さっきも言いましたように、仲よくしていそうで仲よくないんです

よ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーでさえ。さっきのお話の

ように、デンマークに侵略されているわけですよ、スウェーデンもノ

ルウェーも。

市 長： さっき先生、ユーロといいましたけど、デンマークは入っていない。

議 長： ＥＵには入っていますが、ユーロに入っていません。

ユーロに入ると通貨を統一されちゃう。そうすると、簡単に言えば、

日本で例えるなら地方自治体になるということなんですよ。だから、

通貨の発行権がないので、格差が生じるんですね。例えば、北海道は

負けるに決まっているわけですよ、東京よりか生産性が低いんだから。

市 長： それがまさにギリシャですね。

議 長： だから、ギリシャにもちゃんと年金をやらせてあげて、それで福祉

制度をやらせてあげるんだったら、交付税で回さないといけないんで

すよ。

交付税がないから、何というのかＥＵというのはいいかげんで、金

融、つまり通貨だけ統一しておいて、財政交付権持っていないから、
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所得再分配できないわけですね、ＥＵ全体として。

理論的には、全部各国の経常収支が一定になるように為替でもって

調整されるというのが今の現在の変動為替相場制度の議論なのに、通

貨発行権は持っていないから、競争力のないところは不利になるし、

ドイツみたいにマルク出していれば輸出競争力があるので、高い水準

でやらなくちゃいけないのに、ユーロで戦えるんですから、それは有

利になるわけですよ、輸出競争力がついちゃう。

日本でも同じことで、生産性のいいところが勝つに決まっているわ

けですよね。弱いところが負ける。でも、公共サービスだけは、どこ

にいても同じような公共サービスを提供しましょうということをやろ

うとすれば、勝っているところから金を、豊かなところから貧しいと

ころに持っていくという制度をつくらなくちゃいけないのに、そうい

う制度がない。

ドイツが持っていこうといっても、ドイツは持っていけないんです

よ。なぜかというと、ドイツの地域内格差が大きいので、国の中で。

いや、そんなキリギリスの国民にお金を持っていくんだったら、国内

で再分配してくれというふうに言われますよね。そうすると、いやい

やそんなキリギリスのようなまねはさせませんと、緊縮財政ちゃんと

打たせて、増税させて、厳しい年金のカットもやらせますからという

了解をとって、じゃそのかわりお金出させてくださいねって、ドイツ

の国民に了解をとろうとするでしょう。

そしたら、今度は、ギリシャのほうから何でだと。こちらは塗炭の

苦しみを味わわされていて、あんたのところだけはいい目を持ってい

るのに、何でそんな苦しいことを要求するんだ、蹴るぞと、こう言う

のは当然ですよ。

したがって、この基本的なメカニズムが修正されない限り、またギ

リシャは厳しくなるに決まっているわけですよ。ドイツも、出ていか

れちゃうとうまみがなくなっちゃうからね。弱いところが入ってくれ

ていて、ドイツの競争力ができますからね。だから、そういうことを

ちゃんと理知的に判断するスウェーデン、デンマーク、ノルウェーは

入らない。

市 長： フィンランドは、新聞報道なんか見ていると、立ち直ったという言

い方をしている。

議 長： 立ち直ったのかもしれません。

ただ、いずれにしても、ユーロ危機があったときにはひどい目に遭

ったんです。
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市 長： あの国の産業と聞くと、ノキアしか出てこないんですよ。

議 長： だから、ノキアは乗っ取られたでしょう。

市 長： マイクロソフトになっちゃった。

議 長： スウェーデンなんかも、ボルボはもう中国の傘下ですからね。

フィンランドはわかりませんけど、スウェーデンを見ていただくと、

教育はもう最低ですよね。これは許せないということで、これだけで

政権がひっくり返ったんです。

当分、スウェーデンも混乱が続きますし、デンマークも混乱が続く。

フィンランドはどうなっているかわかりませんが、一応移民は排除し

ているので、来ているのは政治難民だけなんですけど、それでも問題

になっていますからね。だから、フィンランドも多分、普通に考えれ

ばほかの国よりも東欧、ロシアが入ってきているはずなので。

市 長： 移民、難民という言葉を随分僕も聞きました。その格差がやっぱり

物すごいわけで、国際学力比較で、気がつくと、中国じゃなくて上海

だけ……

議 長： これは国でも参加できるし、都市でも参加できるんですよ。この試

験というのは。学力の国際比較。

それで、中国は上海とか香港という都市ごとに参加しているので、

こういう状態になるんです。だから、アメリカなんかは、それはおか

しいじゃないかと。

上海とか香港という都市で参加すれば有利に決まっている、それは

そうなんだけれども、都市でも参加できるし、国でも参加できるとい

うＰＩＳＡの制度ですので、高い数値を出しているということなんで

すね。

委 員： この表は大事ですね。今までの常識をいろいろ変えるところがある。

市 長： そうなんですね。フィンランドがトップというのがずっと出ていて、

最新のを調べたら、あれっという感じで。

議 長： なので、教育予算の水準というか、パーセンテージが高いのは、先

ほどもありましたけれども、フィンランドは７％近くまで行っている

ですよ。７％近いのは、スウェーデンもそうだし、デンマークもそう

で、それが伸びないと教育費を費やしても余り意味がないんじゃない

か、これだけで教育評価をするかどうかは別なんですけれども、とい

うことになっちゃうんですね。

市 長： 意外に、マスコミなんかで、日本の評価がこんなに高いなんて出て

こないですよね。

議 長： 前までは数学は一番だったはずですよ。読解力は弱いんですけど、
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日本は。

市 長： ずっと、フィンランドの教育はトップだと思い込んでいたですから

ね。

議 長： いつまでトップでした、フィンランドは。

市 長： フィンランドは 2003 年までです。科学的リテラシーは 2006 年まで。

議 長： 読解力は。

市 長： 読解力は 2003 年までです。

議 長： ただ、基本的に教育とか子どもたちの保育等々は、貧困に関わると

いうようなことは間違いないのと、それから僕の持論では、低所得が

貧困であるという定義は、つい最近といったら変だけれども、市場社

会になってから始まる定義で、生活が困難であると、生活が困窮して

いるということは、所得がないということと本来はイコールじゃない

んですね。

それを忘れちゃうと、さまざまな人間のネットワークの中で生きて

いるということを忘れるんですよ。生活困窮という場合に、逆に低所

得にも転がり込むことがあるんだけれども、家族をなしていないとか、

そっちの教育なんかでも、文化的資本と言われるように、そういう人々

のネットワークが重要で、そこをサポートするほうが本来は重要で、

ベーシックインカムで、金をばらまきゃいいというのは貧困の解決に

ならないと思う。

貧困というのは、生活困窮とかさまざまな要因、例えば体が悪くな

ったということだけでも生活困窮になるので、所得が低いということ

とイコールじゃないと。

所得が低かったり、所得ゼロでも、ベンツに乗っている人はたくさ

んいるので、あれだけではちょっと評価できないと思うんですよ。

委 員： この前、銚子で娘を殺す事件がありました。あれなんかは、結論的

に言うと、相談相手が誰もいない、困っているんだけど誰もいなかっ

たことなんですよ。生活保護もぎりぎりだめだった、それで、県営住

宅にも入っていて、追い出される形になって、だからその辺で誰かに

相談して、バックアップしなきゃいけなかったんですよ。ところが、

最後の最後までバックアップする人がいない。結局、相談相手が誰も

いないということだったんですね。

議 長： だから、先ほどのファミリー・リハビリみたいに、家族の機能を復

活するようにサポートしてあげるというのは、多分重要なんじゃない

でしょうか。

市 長： 本当に家族ごとというのはびっくりしました。会社にここから通う
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んでしょう。会社が認めているという話で、考えられない。

議 長： 極端にいうと、今の日本の問題って、一人で生きていることに伴う

問題のほうが大きくて、子どもがいて問題なのは、ひとり親の世帯が

一番問題なわけですよ。

お年寄りもそうですよね。孤独に住んでいる人が一番危ない、家族

をなしていないというのにもかかわらず、生きていくためのものがな

いと。友達もいなければね。

だから、人々のネットワークに支えられて生きているのに、そのネ

ットワークを失った人々に、ネットワークにかわる機能や、ネットワ

ークそのものをつくるノウハウというか、そういうのをサポートして

あげるというのが、遠回りのように見えて早いんじゃないかと。金を

渡してもいつも問題が起きるように、アメリカでも麻薬に使っちゃう

から始まって、金を渡しても問題のそもそもの解決にはならない。

増田レポートの根本的な誤りは、人間はそういうさまざまなネット

ワークの結びつきの中で生きているということを無視して、砂のよう

に、アトム状態で生きているという想定をしているので、例えば流出

しちゃうから１カ所に集めて、人口のダムをつくるというような発想

ですよ、まさに。それで、今度は、こっちには病室とか余っているか

ら年寄りを動かすというような発想になっているんだけど、人間をア

トム状態に捉えてしまっている、地方自治体が提供する公共サービス

というのは、それぞれの地域の生活を見て、何が必要かと見て、その

生活に合わせて公共サービスを提供することですよね。

地域社会でライフスタイルは違うでしょう、だからそれぞれの地域

社会の実態に合うように公共サービスを提供してくださいねという発

想方法を逆転しているんですよ、公共サービスに合わせて生活しろと。

つまり、病院とかを１カ所に集めるから、そこにちゃんと人が来なさ

いと。公共サービスを１カ所に集めて、そのほうが効率的で安上がり

なんですよと。

人口も少なくなるので、効率的に提供するようにしなくちゃいけな

いので、そこに集めろと。向こうには病室とか養護施設が非常に余っ

ているのでそっちに行けと。

基本的な背後にある理念は、生活に合わせて公共サービスを提供す

るのに、つまり公共サービスというのは、太っている人、痩せている

人、その人に合わせて洋服をつくらなくちゃいけないのに、洋服に合

わせて太ったり痩せたりしろと言っているようなものですよ。だって、

僕らが集権じゃなくて分権だと言ってきた背景は、同じ型紙で、公共
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サービスで中央政府がこれでやれといって、地方自治体にこのサービ

スでやれと言って、同じ型紙で公共サービスをばらまいて、それに合

わせろと言ったらば、各地方ごとの多様な生活が無視されるでしょう

といってやってきたのに、それをもろにやっているわけですよ。あれ

は、ちょっとね。

委 員： ちなみに、先ほどの銚子のお母さん、裁判員裁判で７年の懲役だっ

たんですよ。刑が軽いとか重いとか、いろいろ評価があるところだと

思うんですけど、どうも裁判員裁判のいい部分が出たところがあって、

私の見方では、社会復帰するために７年かけなさいと。そう考えたほ

うが、殺人と捉えれば相当重くなるはずですけども、その中で、７年

は軽いほうなんですね。

議 長： 今、尊属殺人という概念はないんですか。

委 員： 尊属殺はなくなりました。尊属の傷害罪だけ残っていますけども。

ところで、話をネットワーク論のほうに移したいと思いますが、増

田レポートに対する首都大学の山下祐介先生、なかなかおもしろい。

先生のおっしゃるネットワーク論を展開しているんですよね。これか

らの自治体のあり方は、土地を、市域を中心に考えるべきではないと。

どういうふうにネットワークを組んでいくか。生産にしろ、いろい

ろ人が来るにしろ、そういうネットワークをどう組んでいくかという

ことで地方分権というのが成り立っていくのであって、市域でそれぞ

れ独立してばらばらなことをやることは地方分権ではないんだと。独

自性というのはネットワークの組み方とか、どういうところとネット

ワークを組むかとか、そういうネットワークのあり方によって決まっ

てくるという形で、地方消滅というのはあり得ないというふうにいっ

ている。

市 長： 今、いろんな先生が言い出していますよね、あり得ないって。

委 員： わたしもそう思います。ただ、山村なら山村の生き残り方として、

いろいろネットワークを組んで、こうやって生きていけるじゃないか

というのも面白いと思いますね。

議 長： きょう、税調のほうでも、子どもの問題だったんですけれども、あ

れで日本は子どもの貧困が非常にひどいんだというふうに言われます

よね。だけど、金持ちが子どもを産んでいないと。したがって、子ど

もの貧困率がジニ係数でとると、うそかもしれないけど、十分位でと

りますよね、貧しいほうから豊かなほうに。十分位でとると、子ども

をまあまあ産んでいるのが、こちらから３、４、５、６までらしく、

７以降産んでいないんだと。出生率がめちゃめちゃ低いというふうに
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言われていて、だから、結局子どもの貧困率で出しちゃうと、日本の

子どもの貧困率は世界で最悪かどうかわからないけど、ひどい数字に

なるんだけれど。

そろそろ時間ですか。どうもありがとうございました。

スウェーデンもそうですが、フィンランドも家族ということを重視

しているんですね。

市 長： 逃げていないんだなというのを物すごく感じて帰ってきました。

今度はそれを、どう日本的に、浦安的に翻訳して発信するかという。

議 長： 日本の場合には、もう完全に人口政策になっているから、家族政策

にしないとね。

ネットワークをつくるような、結びつきをつくるような、家族の中

とか家族間とか、そういう結びつくような家族政策にすべきなのを、

もう完全に人口政策になってきて、この間の町村会なんかもみんな、

婚活しかとにかく頭にないんですからね。

例えば事実婚を認めろとかというふうに言うんだけど、事実婚でも

いいんだけど、家族はやっぱりサポートしてあげる政策がないと無理

ではないかと思うので、きょう、日本のやっているような人口政策よ

りも家族政策かなという気がしましたね。

ということで、大変意義多いものでした。

市 長： ありがとうございました。


