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第２４回浦安市賢人会議

１．開催日時 平成 27 年 11 月９日（月）17 時～19 時

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、西川委員、松崎市長

３．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) 委員あいさつ

(4) 議事

これからの自治体経営について

～新たなひとの流れの創出と地方に対する浦安市の役割について～

（閉 会）

●市長あいさつ

市 長： きょうは午後からSmart Wellness City首長研究会というのがありま

して、64市町村長たちが集まりました。筑波大学の久野先生という方

が、ウエルネスというのは、個人の健康体はヘルスといいますけれど

も、それを社会全体、まち全体を健康体に持っていこうということだ

と。

平均年齢はご承知のとおり、特に女性は最長寿国になっていますし、

男性も80歳というところに来ているんですけれども、健康寿命との差

が激しい。国の医療費、介護関係の予算も物すごいウェイトを占めて

いるということで、少しでも健康体に持っていこうと、今必死になっ

ているんですが、それが一点突破ではなくて、例えば公共交通体系を

どうしようとか、全ての面から議論がされてまして、全国の自治体が

まさに、自治体のあり方、行政のあり方ということも含めて深刻に悩

んでいます。

そういった意味では、震災から４年７カ月が経過しましたけれども、

昨年のデータで、全国790の市、それから東京23区を含めた決算状況調

査の結果、本市は、財政力指数が全国トップで、震災後もそういった
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ところに位置している。一番心配したのは、やっぱり財政力がどこま

で落ち込むかと心配だったんですけれども、おかげさまでそういった

状況にあります。

きょうはテーマを、ちょっと大きな「新たなひとの流れの創出と地

方に対する浦安市の役割」としましたけれども、多分いろんな形で、

うちが突破口を切り開いていける数少ない自治体ではないのかなと思

っています。一つにはコンパクトシティということもあります。適当

な面積の中に、16万3,000人という市民の顔が見える自治体でもありま

す。

今、子育て支援では、大日向委員にさまざまなサポートをしていた

だいておりますが、少子化対策、子育て支援では、まだまだあれがで

きる、これができるんじゃないかということで、日々悩んでいます。

また、一つの私自身の大きなテーマは、何とか、総合事務組合に入っ

てはいるものの、定年延長が具体的にできないだろうかと。再任用制

度は、物すごく人間としてのモチベーションを下げるような制度で、

いい状況ではないなと感じています。これは今、市長たちにも投げか

けているんですけれども、きょうは、いろんなヒントをいただければ

なと思いますので、よろしくお願いします。

●議長あいさつ

議 長： 資料を見させていただいただけでここに来ているのですが、国の地

方創生に対応して、地方自治体は人口ビジョンと地方版の総合戦略を

つくれというお達しですよね。それで、この問題を軸に、自治体経営

についてということであれば、私の考え方としては、浦安がこれまで

取り組んできた、浦安市の計画を、自信を持って進め、もしもまずい

点があれば、それを修正していくという作業を続ければいいことで、

現場が一番、その地域で起きている問題点を把握しているので、そこ

に対する問題解決を、適切にやっていく姿勢を崩さないほうがいいと

考えています。

それから、新たな地方への人の流れと言っているんですが、この場

合の地方には、浦安市は入るのでしょうか。入らないとなると、出て

いくほうですよね。

市 長： 決定的に入らないと思います。

議 長： 入らないですよね。

なので、住民がそこで幸福な生活を営めるという問題意識のもとに、

これまでやってきた経過があるわけで、それを見直しながら、どこか
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まずい点があるのであれば、それを直して取り組んだほうがいいと思

います。

市 長： この総合戦略の話が出たとき、うちは結構やっていて、当てはめれ

ばいいんじゃないかという議論はしたんですよ。

議 長： それでいいと思います。

今までの政策を、自信を持って進めるということが一番重要かなと

思っています。

●委員あいさつ

委 員： 財政力指数全国１位というのはすごい。本当にうらやましい。

いずれにせよ、財政力指数が高いというのは、なかなか努力が必要

で、キープしていくことが、結局は県や国から独立した施策をやって

いけるという裏打ちだろうという気がしますので、ぜひキープをして

いただきたいと思います。

それから少子化対策は、結局は教育をどうするか。

都内の教育に比べると、やっぱり田舎の教育はひどいということで、

やっぱり少子化対策、子どもを産むということの先に、お母さんたち

はみんな教育のことを考えていらっしゃるので、その辺をどうビジョ

ンとして組み立ていくかが、今後の大きな課題ではないかなという気

がいたします。

それから、大潟村といった浦安市の交流都市のように、人の流れと

いうものを考えていらっしゃると。これは後から、議論になるんだろ

うと思いますが、理論的な話は、首都大の何といいましたかね。増田

さんの地方消滅論に対して、反論を書いた若い人……。

議 長： 首都大学東京の准教授の。

委 員： 彼の本を読んでみると、バーチャルシティ論というのを取り上げて

いるんですが、例えば２つの市がありますと、そこにバーチャルな、

別に土地と結びつかなくても、機能的にここにシティの機能があると。

こういうバーチャルシティをつくればいいんだ、市域と考えるという

発想をやめようと。だから、浦安市と大潟村は、合併ではなくて、２

つの市が結合したような、バーチャルシティを考えましょうという。

全国をバーチャルでつないでいきましょうといって、それで市は消滅

しないという、そういう言い方になっています。

この論がいいかどうかは別にして、私は、震災を扱ってきたので、

震災であちらこちらに、全国に避難しているそういう避難民をどう扱

うかというのは、バーチャルな市民として扱わざるを得なくて、そう
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いう点で、バーチャルリアリティというか、バーチャルな考え方とい

うのは、何かの形で生かす方法はあるかもしれないと思います。

制度なんかを組み立てるときに、我々は土地と建物がないと制度は

できないと思いがちですが、そんな発想からちょっと外れた考え方が

できるかもしれないと思っています。

定年延長のお話がありましたが、私も大賛成で、この高齢化の中で、

公務員の数が余りにも少ない。ちょっとした町ですと、１人で総務課

と介護保険課を両方やっているような、そんなことが起こっているの

で、仕事がものすごく増えている割には、公務員の数が少ないと思い

ますので、定年延長の仕組みというのは、何か考える余地はある。

簡単に言えば、地方公務員法を外れればいいわけなので、ただ地方

公務員法の制度というのは、やっぱり交付税で維持されているもので

すから、その辺のところで、交付税から外れたらいいんですけれども、

ただ交付税でいじめるほど総務省も力はないというのが今の状況だと

思います。第２、第３の公務員制度というのを考えていいのではない

かなという気はします。もちろん、そこの制度設計はどうするかとい

う中身の話は当然伴ってくるわけなので、幹部的な人たちだけをそう

するか、あるいはもっと広くということもあると思うんですが、余地

はかなりあるという、市長さんにそう言っていただくと、私なんかも

う、長年とりあえず増やせと言ってきたので、非常に力が湧いてくる

ような気がしますね。

委 員： 私はいつも、子育てから考えているんですが、子ども・子育て支援

新制度がこの４月にスタートしてから、各市区町村の実力というか、

体質が明確に出ている半年だと思います。

各地を見ておりますと、いろんなところでひずみが出ている自治体

もあります。一方、浦安市は、市長が率先して子育て支援に注力され

てきたことが、今、改めてプラスに出てきている。まさに、市区町村

のやる気とセンスが問われるこれからの数年だと思います。先ほど神

野議長が、これまでの路線を踏襲することが大事だとおっしゃって、

私も、子育てから見る限り、そのとおりだと思います。

国がいろいろ総合戦略として出すものは、マクロなデータに基づい

たいわゆる共通イメージです。食べ物で言うと、どこに行っても同じ

フランチャイズが並んでいるけれども、今、一番私たちが魅せられる

のはご当地グルメ。施策でいいますと地方独自のコンパクトシティな

らではの施策で、浦安はそれができると思っていますし、それを支え

ていくのは浦安の市民力だと思います。その一例としてですが、団塊
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世代のまちプロさんたち（NPO法人あい・ポートステーション認定資格

の「子育て・まちづくり支援プロデューサー」」は、浦安へのロイヤル

ティーがすごく高いです。浦安を愛する思いを持っている60代、70代

前くらいの方々の力、浦安に長く住んでいて、浦安に何か物すごい魅

力を感じていて、浦安のために自分たちはこれからの人生を尽くした

いと言ってらっしゃる、そういう方々の力を、どれだけ発掘して、活

用していけるかというのが、いわゆるまちづくりのご当地グルメに相

当することではないかと思います。

もう一つ、子育てに関して言いますと、育児と介護のダブルケアと

いうのが、これからは大きなテーマとなってきます。

どういうふうに子育て世代と高齢者世代をマッチングさせていくか。

これに関しても、国レベル、あるいはシンクタンクレベルで考えるダ

ブルケアではない、浦安独自のものが恐らくできるのではないか、そ

んなことも子育て支援を軸に浦安市にこれまでかかわらせていただい

て、考えているところです。

委 員： 最近、１億総活躍とか、いろいろスローガンが出てきて、国民希望

出生率1.8でしたっけ、希望という名前をつけて、いろいろと国の政策

が出てきていますけれども、何か強制というのはよくないなと思うん

ですよ。

活躍したくてもできない人もいるだろうし、ある年齢になったらも

うちょっと楽にしたいという人もいるだろうし、みんな活躍しろとか、

1.8を維持するように結婚して子どもを産めとか、そういう強制的な目

標は掲げるべきではないと思っています。

企業というのは、ある意味新陳代謝していかなくてはいけないので、

ポストも上に行けば行くほど少なくなっていくわけで、定年延長とい

う考えもありますけれども、それよりも、ある年代になったら、企業

に残るのもいいし、地域に尽くすのもいいし、自分でやりたいことを

やっていくというのもいいと思いますし、いろいろな生き方があって

いいなと。

そんなことで一律に定年を延長したり、ある意味強制的に仕事をさ

せるとか、そういうのは組織にとっても効率的ではないでしょうし、

もうちょっと自由な生き方というのを模索していければ、もっと穏や

かというか、幸せに暮らしていけるんじゃないかなということを、最

近つくづく思っています。

何か枠をはめるのではなくて、逆に言うと、基盤というかインフラ

を整えて、じゃ、私はこうできるなとか、こうしたいというふうに思
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わせていくのがいいなと思います。

●これからの自治体経営について

～新たなひとの流れの創出と地方に対する浦安市の役割について～

公室長： それでは、議事に入らせていただきたいと思います。

「新たなひとの流れの創出と地方に対する浦安市の役割について」

ということですが、昨年12月に閣議決定されました「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」では、東京一極集中の是正を図るため、首都圏に

向かっている人口の流れを地方に呼び戻すことに重点が置かれており

ます。

先ほど、地方版の総合戦略策定につきましても、神野議長からいろ

いろご教授があったところですけれども、この人口減少の進む中、本

市では自治体間での人のとり合いではなく、移住でない新たな人の流

れや、交流の考え方、視点、また浦安市から地方に対して何かできる

ことはあるかといった、補完機能を持つことができるかなど、そのた

めに何が必要か等々、大所高所からのご意見を本日はいただければと

思っております。

非常に大節なテーマとなっておりますけれども、そのほかも、先ほ

ど市長の挨拶からもありましたさまざまな投げかけもありますので、

そこら辺も含めまして、ご議論、ご教授いただければと思います。

それでは、議長に議事進行をお願いいたします。よろしくお願いい

たします。

議 長： 今、お話をいただたように、これからの自治体経営についてという

ことなのですが、議論するに当たって、具体的に、事務局から資料の

ご説明をいただいて、それを踏まえて議論をさせていただこうと思い

ます。それでは、事務局のほうからご説明いただければと思います。

事務局： それでは、資料の説明をさせていただきますが、今日お話ししよう

と思っていた内容、委員の皆様のご挨拶の中で、お答えをいただいた

ようなところがありますが、今一度、ご説明させていただきます。

ご承知のように、国の総合戦略、まち・ひと・しごと創生総合戦略

というものが、昨年閣議決定されました。この国の考えというのは、

首都圏に集まってくる人口を地方へ戻す、そのために地方に雇用を創

出していくといったようなことが重点的に示されていす。また、長期

ビジョンでは、2060年に人口１億人を確保するといった、人口の長期

展望も掲げており、そのために、地方を活性化させるというような図

式の総合戦略になっています。
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それで、国は４つの基本目標を掲げていまして、地方における安定

した雇用創出、２つ目が、地方へ新しい人の流れをつくるということ

で、こちらは地方と東京、今、東京に年間10万人入り込んでいる人口

を、2020年までにほぼほぼ均等にしたいというような考えを持ってい

るということ。

３つ目が、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえるという

ことで、こちらは浦安でいいますと、まさに少子化対策でしょうか。

ただ、この中でもやはり、国のほうは仕事ということに絡めて若い世

代の収入の安定ということも掲げています。

４つ目は、時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るととも

に、地域と地域を連携する。こちらは、各地域の課題を洗いだしって、

解決していきなさいというようなニュアンスで我々は捉えております。

都道府県、各地方自治体は、今年度中に地方版の人口ビジョンと総

合戦略を策定しなさいと。努力義務とは言いつつ、ほとんどやりなさ

いということになっていますので、本市でも、浦安版の人口ビジョン

と総合戦略の策定に入っています。

議長がご挨拶の中で言われましたように、浦安市は、震災以降、将

来を描き将来展望をきちっと掲げた計画を、さまざま策定しています

ので、市としても、何か新しい考え方とか、変わった視点というもの

は、入れる必要はないというような考えでありまして、これまでのさ

まざまな計画で掲げたものを、浦安版の総合戦略の中で、どのように

示せるか、体系化できるかというところを、考えているところです。

人口ビジョンについても、浦安市は毎年、人口推計データをとって

いますので、それをもとに、アンケート調査も行いまして、最終的な

調査結果の分析に入っています。

事務局： 浦安市は、現在約16万3,000人の市民がおり、震災以降回復基調で人

口が少しずつふえていますので、このままでいきますと、平成36年、

2024年に人口17万人をちょっと超えたところでピークを迎えるという

ような推計が出ています。その後、緩やかに下降、減少していくんで

すけれども、国が示す2060年の人口になりますと、浦安市は13万6,425

人という状況になると、今年度の推計で出た数字となっています。

今、市民アンケートも踏まえ、少し検証しながら、浦安市の人口ビ

ジョンを考えていきたいと思っています。

あとは震災の経験を得て、新たな浦安ブランドというものも模索し

ながら、将来にわたって持続可能なまちであり続けるために、まち・

ひと・しごと創生に係る政策、このあたりをこれまでに浦安市が掲げ
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た目標、計画と整合性を図りながら総合戦略としてまとめていくこと

で考えております。

基本目標、４つ掲げております。

基本目標の１番目に掲げていますのが、やはり結婚・妊娠・出産・

子育ての希望がかなうまちということで、今、浦安市は、子育て支援

を中心に行っておりますので、やはり、浦安市の総合戦略の一番メー

ンで据えていく目標ではないかと捉えています。

２つ目が、きょう議題にさせていただいた、新しいひとの流れが生

まれるまち浦安ということで、こちらは自治体間で人のとり合いにな

らないような、国は地方に人を戻していくということに重きを置いて

いますが、首都圏に位置する浦安としては、地方に人口を流すという、

国の考えに沿うものではありませんので、例えば定住とか、移住では

ない人の流れ、人の交流的なもので、例えば二地域居住というような

考えを示しているんですけれども、日本版ＣＣＲＣ、ＣＯＣ＋といっ

た、大学が地方、さまざまな団体とか、市町村とも一緒になって地方

を活性化するといったことも踏まえて、委員の皆様が見聞きしたこと

とか、携わったようなことがあれば、お教えいただければと思ってお

ります。

３つ目の、時代に合った地域をつくり、というのはスマートウエル

ネス、あと介護、福祉、医療体制の充実、環境配慮型のまちづくり、

といったものを少し掲げていきたいと思っております。

４つ目は、仕事の創出ということで、ベッドタウンである浦安市の

中で、仕事を創出していくというのはなかなか難しく、ここは少し弱

いところではあるんですが、広く捉えて、都心に働きに行ける環境で

すね。例えば、保育園、認可保育園の整備、また母子家庭の就労支援、

こういうものを盛り込み、浦安に合った仕事の創出というものを考え

ていきたいと思っています。

この総合戦略は、まだまとめ始めたばかりで、今ご説明できるのは

この程度ですが、委員の皆様のご意見などいただきながら、次にまた

お示しできればと思っています。

２点目の参考資料２ですが、きょうのテーマの中で少し参考にして

いただければということで、秋田県大潟村と平成21年度から民間レベ

ルで交流があり、この10月にふるさと交流都市協定を結びました。大

潟村では、浦安ブランド米という無農薬の最上級の有機米を、今年度

６トンぐらい収穫されたということを伺っており、このあたりも浦安

市が、地方に対し補完できることの一つになるかなということで、参
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考資料で出させていただきました。

もう１点、参考資料３になります。

浦安のシティプロモーションということで、震災から４年半経過し

まして、一段落し、復興から離れて、新たな浦安の魅力を、当然市民

にも、また市民以外の方にも発信していくということで、もう一度浦

安のよさを再認識して、浦安の魅力を発信していきたいというような

ことで考えています。

このあたりも人の流れ、交流につながっていければいいかなという

ことで、参考資料として出させていただきました。

議 長： どうもありがとうございました。

それでは、委員の方からご質問やご意見を頂戴できればと思います

が、確認したいのは、さっきも言ったように、政府としては地方の人

口ビジョンをつくって、総合計画の中に人口目標を入れなさいと、こ

のようにおっしゃっているわけですよね。ただ、そこで言われている

地方への新しい人の流れと言ったときに、浦安は、西川委員が指摘し

たように、強制すべきではないとおっしゃいましたが、裏を返せば、

政策目標にするような問題じゃないのを政策目標にしているところが

あって、この狙いは、それぞれ出生率を上げてくださいということも

あるけれど、地方への人の流れをつくるんですよね。

事務局： 国はそういう流れです。

議 長： そのときに、浦安には、どういう計画をつくれと。つまり、浦安の

ほうからは、地方にこれだけ出しますよという計画をつくるわけじゃ

ないですよね。

事務局： それはないです。逆に、地方へ人を流すという考えを、浦安は持っ

ていません。

議 長： だけど、政府はそういうことを要求しているのか。

つまり、地方戦略の位置づけが難しいんだけれども、本来はそれぞ

れの地域で解決しなくちゃいけない問題が、例えば今の人の問題につ

いて言えば、浦安は特に、震災の被害を受けたので、住み続けたいけ

れども、災害の状況がもとで住み続けられないようなことになってい

る状態であれば、早急に解決するという問題を抱えているので、そっ

ちが重要なわけですよ。浦安としては、今、住み続けたいと思ってい

る人たちについて、手当てをするという目標をつくって出していいの。

僕は、地方創生について、地方自治体間でコンテストをさせるのだ

けはやめてくださいと言っているんだけれども、結局コンテストをや

って、いいところにはお金を出しますよということになると、浦安は
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どうするのか。

どうするのというのは、浦安は、地方への新しい人口の流れを出す

ような、協力の計画を立てて描きますということを言うと、お金がお

りてくるの。それとも、これからも浦安には人が集まって、今いる人

たちを幸せにするだけじゃなくて、こんなすばらしいまちだから住み

たいと感じるようなまちづくりをやっているので、これからも人が集

まりますということになると、そもそも国の大きな流れに反するわけ

だよね。

市 長： 今のところ聞いているのは、基本目標４つありますよね。安定した

雇用と、これは一生懸命市も頑張ろうとは思っているんですけれども、

２番目の地方への新しい人の流れというのは……。

議 長： いや、だからこういう苦しいことを言わなければいけないんですか

と、聞いているんだけど。協力するために、浦安は実際に住民は移動

できないけれども、二地域居住みたいなことで人の流れを新たにつく

りますとか。

市 長： いやいや、そこまではないです。

私どもが勉強会で言われているのは、例えばこの４つのうちの３つ

目の、結婚・出産・子育てという少子化対策の部分。ここに全面的に

うちは力を入れますよと。

議 長： というふうに言えばいいの。

市 長： それでいいと言っているんです。

議 長： そうですか。この二地域居住とか何とかはそんなに、つまり新しい

人の流れについてはやらなくていいの。

市 長： 現実に、私の周りでも、この二地域居住というのは始まっているん

ですよ。だから新しいライフスタイルを創出すればいいと思っている

ので。

議 長： いずれにしても、特に政府から、こういう新しい流れに協力するよ

うな計画を立てていないと資金を回さないよと言われたわけじゃない。

市 長： それはありません。

議 長： それだけ確認したかったので。

委 員： 話に出た二地域居住ですけれども、一番典型は、原発避難者です。

これは全国にいまして、もう４年半、バーチャルな市民というか、そ

ういう形で住んでいるわけです。いわき市とかの場合だと、税金を納

めろとか、そういう話も出てくる。病院に押しかけるというようなこ

とが起こっていて、これは、好むと好まざるとにかかわらず、震災の

影響といえば影響ですけれども、震災のときに、私に質問が来たのが、
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二重住民届というか、住民登録というのはあるかということでした。

戦前には実はあったんですね。

似ているのは、別荘に住んでいる人たちから税金を取るという話も

あって、ちょっと見方を変えると、二重地域住民は、いろんな形で存

在しているので、制度的な組み立てをどうするかという問題はありま

すが、法技術的に組み立てられないことはない。既に、原発避難者特

例法まであるわけですから、国自体がその体系を崩しているわけです

よね。

そういう意味では、制度的な組み立て方はいろいろあると思います。

場合によっては、例えば税金も折半するとか、そういうことを、少し

考えなければいけない時期なんですよ。

あとは、災害援助協定からさらに産業、経済交流までやるという話

までいくと、地方創生を一自治体だけでやるんじゃなくて、二地域、

三地域ですると、産業振興ということも可能ではないかという気がし

ます。

それから、別な話になりますが、大日向委員にお聞きしたいんです

けれども、実は最高裁で夫婦別姓の問題が係属していて、来週その口

頭弁論が開かれるんですが、夫婦同姓が、憲法違反であるという判決

が出る可能性があるんです。

そうなると、世帯という概念が、ひょっとしたら崩れるかもしれな

いという大きな話で、恐らく今年中に判決が出る。これまでにも、非

嫡の問題は憲法違反の判断が既に出て、外国人の子どもの国籍の話も

出まして、このところ最高裁は、立て続けに女性の人権を認める判決

を出してまして、夫婦別姓が認められた場合、現状はやっぱり変わる

んですかね。仕事の仕方とか。

委 員： 今でも現状は、特に働いている女性たちは通称を使っている人が増

えています。ただ通称ですと、パスポートでは夫の姓ですし、非常に

不便を感じている女性少なくありません。また、国連等からは、日本

は男女共同参画に遅れている、差別撤廃の方向から改善勧告も以前か

ら出ていて、女性問題に携わっている人たちは一日も早くと訴えてい

ます。一方で、別姓にすると家庭が崩れるという反対意見も根強いで

すね。でも、家族関係の現実は、別姓、同姓で崩れる・崩れないの域

ははるかに超えている思います。

一方で、必ずしも別姓を求めない女性たちもいるわけです。同姓を

望む、あるいは専業主婦志向の人たちもむしろ増えていると言われて

います。その税制をどうするか、いわゆる主婦年金の問題に手をつけ
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ないで、別姓、通称だけを変えても、余り現実的ではないとは思いま

す。

議 長： 別姓は、望めば選択できるんでしたっけ。

委 員： できない。

委 員： 通称使用は認められている。

議 長： できないんですか。それは認めるべきだと思うんだけど。

委 員： 選択的別姓は現状では無理なんです。

議 長： そうなんですか。

市 長： 法的にはね。

委 員： 戸籍法ですね。

委 員： 企業の場合は、結婚しても、ほぼ100％旧姓で名刺をつくって、旧姓

で社員登録していますし、そこは本当に、企業グループの中で姓を一

緒にするという人はいないですね。

委 員： 世帯というのは、例えば収入なんかは、生活保護の収入単位という

のは世帯単位ですから、恐らく名前の話と世帯というのはまた、分離

してくるかもしれないですね。

市 長： 扶養の概念は捨てないとだめですよね、女性の社会進出は。

委 員： そこを変えない限り・・・。今度変わるかと思ったらやっぱりだめ

でしたね。扶養控除の話。

議 長： それはまた別の話があるので、単純にはできませんが、今、財務省

が狙っているのは、むしろ家族単位にしてしまうということ。

委 員： そのときに、同姓、別姓がどうかかわるかということなんですね。

市 長： デンマークは、スウェーデンと違うんですか。男女分離課税とか。

逆なんですか。

議 長： そうではなくて、基礎控除をそれぞれ与えているんですが、妻も基

礎控除が引かれているのに、さらに妻の基礎控除を夫の所得から、夫

の基礎控除に移転することはできるんですよ。

市 長： 扶養になる。

議 長： 扶養じゃなくて、何というのかな、今の場合には、夫の所得があっ

て、その夫の所得から基礎控除が引かれて、配偶者控除が引かれてい

るわけですよね。つまり、妻が無業の場合には、配偶者控除も引いて

いるわけでしょう、加算して。そうじゃなくて、ダブルカウントで有

利になることが言われるので、妻の基礎控除を夫にトランスファーす

ることができるようにする。

ただ、非常に難しい問題は、誰が損をするかというと、今の場合に

はパートで働いていて、正確に言うと103万円の壁を超えていない人は、
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ダブルでもらっているわけで、逆に有利なわけですよ。配偶者控除が

あるがゆえに、控除されているんですけれど、この人たちが打撃を受

けるんです。

気をつけなくちゃいけないのは、配偶者控除を廃止しますというこ

とによって、103万円の壁以下で働いている人々は、両方のメリットを

受けているから103万円のところで調整しているわけですよね。その調

整を取っ払うことになるので、その人たちの負担はふえてしまう。

市 長： そういうことですよね。

議 長： 今の場合は、専業主婦という概念の中に、普通はパートで働いてい

る人は、専業主婦には入っていないんだけれども、税法上は専業主婦

なんですよ。メリット受けて、103万円を超えていないんだから、本人

は納税していないということになっているわけでしょう。それは、配

偶者控除のメリットと、本人の基礎控除をダブルで受けている。

ところが、それをトランスファーすることによって、世帯で調整し

てしまおうということに。

委 員： 一本化しようと。

議 長： それはそれなりに一応問題があるので、いろいろ積み重ねていかな

くちゃいけないと。そもそもダイバーシティとか、多様性というよう

なことが言われるときには、それを認めてもいいんだけれども、認め

るにはそれなりの同権化する制度ができているんですよ。ほかの国で

は。

例えば、いろんな働き方をしていたとしても、社会保険への加入は

全部同じで、同権化されている。日本の場合は、同権化されてなくて、

こっちで働いていて、非正規で働いていれば、同じ所得があったとし

ても社会保障に対する同権化はできていないとかね。

同権化していくことをある程度、男女の問題もそうだけど、ダイバ

ーシティというからには、同権化されていることが前提に言う場合は

いいんだけれども、そうではないときには多様な働き方になりますよ

ねっていって、非常にひどい働き方をしている人は、それもいいんじ

ゃないのということになりかねないので、そこは気をつけないと、と

思って、今、取り組んでいるところなので、そこは、そういう意味で

はすぐには結論を出さないので、控除全体の中で見直していくという

ことで、やめたりしているわけじゃありません。

委 員： 話が少しずれるかもしれませんが、先ほど西川委員が、ほとんどみ

んな通称になっているとおっしゃっていましたが、メディアとか、大

手の企業で働いている人の意識はそうだと思うんですけれども、103万
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円以下のところで働いている女性たちの意識は果たしてどうなんでし

ょうか。

この点も含めて浦安の中で、女性たちの経済階層について、人口統

計のとり方も、もっと細かくしたほうがいいのかなと思うんですね。

もう一つ、この将来人口推計のとり方でも、どこでもこの区切りで

すね。ゼロ－14歳、15－64歳、何を見たくてこういう区切りなのかと

思うんですね。

市 長： 確かに。

委 員： 例えば、15歳で働く人というのは今はあまりいませんよね。

労働力人口をとりたかったら、20歳から64歳というとり方があるでし

ょうし。

65歳以上を一緒にして、高齢化率が高いと言っても、65歳から70歳

って、今の時代はとてもお元気な方が多い。65歳から70歳の層はどの

くらいいて、70歳以上はどうか。もっと細かい将来推計を見たい。国

は大体こういう発表の仕方をしていますが、浦安市はもうちょっと細

かいのをとっていらっしゃいますか。世帯収入とＭ字カーブの関係を

見るとか、そういうのを見ていくと、人々の意識や暮らしの実態がよ

り鮮明になってくるかと思います。

市 長： 今の大日向委員の問題提起ですが、私の周りでは、結構同姓に変わ

っていますよ。

議 長： 普通は、名字を世界的に変えたがらないのは、市場の取引や何かで

名字をしょっちゅう変えてしまうと、いろんな混乱や、逆に犯罪が起

きるので、名字は余り変えさせないという政策を打っているのが普通

なんですね。

委 員： 恐らく浦安市でも、管理職になって、何カ月前の決裁印とこの決裁

印が違うんじゃないかと、そういうことですよね。そういうことが、

世界的には起こっていると。

委 員： 私ごとで恐縮ですが、私の妻は外資系に勤めているんですけれども、

結婚して姓を変えるって、会社が認めないんですよ。システムを変え

なきゃいけないと。鈴木委員がおっしゃったように、世界的なシステ

ムになるので、それだけ変えるのは物すごい手間がかかるし、いろん

なミスが出てくるだろうし、将来ミスが出る可能性があるからという

ことで、全然改善してくれないんだと。

議 長： そもそも韓国では、変えないんですから。結婚したって。

委 員： 中国もそうですよ。

委 員： それだけ女性を、基幹労働力としてきちんと位置づけている証拠で
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すよね。

一方、日本では、簡単に姓を変えている職場がまだあるわけで、女

性たちも結婚等で姓を変えることに違和感をもたない女性も多いとい

うことですね。その女性たちはそれほど長く勤めるというビジョンを

持っていないのかも知れませんね。ですから、同姓のほうがいいとな

っていくのかも知れません。

委 員： 寿退社、退職の時代じゃなくなってきたということですよね。

委 員： それはそうなのですが。

議 長： ただ、今の政府の税制調査会で家族問題、ずっとやってきているけ

れど、基本的に、家族の体を成していない世帯になっているんですよ。

委 員： 現実はそうですよね。

議 長： 樋口恵子さんの言葉を使えば、ファミレス社会、ファミリーレス、

家族がいない社会になっているんですよね。だって、東京は45％が１

人なんです。だから、そもそも実態が家族形成していない。家族形成

というか、単身で、世帯を形成していない。

委 員： そうすると、浦安の掲げる目標は、時代のトレンドと必ずしも合致

しないかもしれないという面もあるかも知れない。結婚して、子ども

を産めるまちだけに絞ると。

市 長： 私が現実に直面したのが、２週間前、８人と９人の若い子育て真っ

最中のお母さん方と話をしたら、半分以上が離婚しているんですよね。

議 長： 離婚も進んでいるし、離婚の場合にも、同権化されていないから、

女性が割を食うんですよ。男性は離別者でも普通と変わらない。変わ

らないというのは変だけど、きちっとした社会保険に入っていればな

んですけれども、女性の場合は離別すると、一挙に貧困になるんです

よね。

市 長： 問題が多いですよね。

委 員： 国の総合ビジョンで、国民希望出生率1.8が出されましたが、それは

多分結婚していて、夫がいることを前提としている。でも現実はもう

45％がシングルマザーになったり、離婚・再婚を繰り返したりしてい

る。浦安市は、どちらに焦点を当てて支援をするまちにするかですね。

両方ですか。

市 長： 現実的に、さっき、多様な就労の話もあったんですけれども、シン

グルになった人たちの４人が看護師の資格を持っているんです。何ら

かの資格を持って働ける人はいるんですけれども、特に看護師の場合

には、小学校の４年生ぐらいになったら週一、二回から始めたいと。

それが今、子どもを預けられる資格になっていませんので、そういう
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ものを認めなければいけないと。そうすれば、助走から始まって、フ

ルタイムで働けるようになる。何年間もブランクがあって、いきなり

医療の世界に戻ったらとても難しいという現実の話を受けたばっかり

だったので。

委 員： 私、弁護士もやっていまして、離婚事件も扱うんですけれども、家

裁が機能不全を起こしています。

議 長： 多過ぎてですか。

委 員： 多いこともありますし、子どもたちの親権の問題が一番シリアスに

なるんですけれど、もとに戻すというような努力を、家庭裁判所はし

ないようになったんですね。

だから、現状を聞いて、こんな形で別れるのがいいでしょうみたい

な、公式ができ上がっていて、調停離婚でさえそうですから、合意離

婚の場合はもう、財産分与の話ばっかりで何もないんです。

委 員： だとしたら、この浦安版総合戦略って、結婚・出産・子育ての希望

をかなえると三位一体、ワンセットで訴えるのではなくて、１人で子

育てをするにしても、家族がいても・・・。

市 長： その部分をサポートしなきゃいけないと思っているんですよ。

委 員： そうですね。そこを。

議 長： このフレーズは、浦安のフレーズじゃないんですよね。

市 長： どれですか。

議 長： 結婚・妊娠・出産・子育ての希望がかなうということは、国から掲

げろと言われているんでしょう。

市 長： ちょっと、アレンジはしていますけど。

議 長： アレンジしているけれども、基本的には国がやれって言っているん

ですよね。つまり、言いたいのは、当然のことながら、浦安で住民が

生まれたら、そんなの強制じゃなく、子どもを安心して産み、結婚が

自由にできること、家族支援、それからコミュニティ支援でサポート

してやるというのは当然の話なんですよね。1.8か何かの希望出生率を

目指して、それをやれって言ったのは国で、浦安市が言っているわけ

じゃないんでしょう。国の基本目標がそのまま地方に転嫁されている

わけでしょう。

市 長： そうです。だから、さっき説明の中でも、基本目標の４というのは

非常に弱い。

議 長： それはそこまでやるよりもむしろ、フレーズはこのままなんだけれ

ども、中身は、浦安市民が結婚したいと思えばいつでも結婚でき、子

どもを産みたいと思えばちゃんとできますよと。
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市 長： それで、具体的な施策、事業例を目いっぱい列挙しようというふう

に思っている。

議 長： 病院から何から全部ありますよと。子育ても安心してできますよと、

そういうことを保障してあげればいいので。

市 長： 理想的な文言はやめようと言っているんですね。

議 長： 西川委員が言ったように、これ目標かというようなことをやるとき

に、そもそも人間というのは、個体維持本能と種族維持本能を持って

いるわけですよ。だから、何かアンケート調査をしてみたら、日本の

女性も子どもをみんな欲しいと思っているんですよって。ばかにする

なと。調査してみたら、日本の女性も生物だったと言っているのと同

じこと。

それが阻害されていて、例えば、個体維持本能も阻害されて自殺し

てしまうとか、そっちを解消するというなら話はわかるけど、何か目

標を設定して産ませる、目標を設定して人を移動させるというのは、

戦争中に経済動員でやった政策ですよ。

だから、言葉はしようがないのでアレンジして使って、中身はちゃ

んと浦安でつくって、安心して子育てができ、結婚もできますよとい

うような、結婚も子育てもみんなそれができる市で、住み続けたいと

いう人については、いつまでも住み続けてもらえるようなまちにして

ありますよという計画をやればいい話で、1.8の目標を達成するための

何か政策というのはないですよね。

委 員： 結婚・出産・子育てを一緒にして、しかも切れ目なくというと、息

苦しくないかしら。人々のトレンド、実態とのずれも生じて違います

から、結婚したい人は結婚できるまち、子育てしたい人はどのような

状況でも子育てができるというように、ぶつ切りのほうがいいかなと。

議 長： ぶつ切りにしても、大丈夫なの。一応政府も評価するんでしょう、

総合戦略を。交付金を出すときにするんでしょう。

事務局： 策定する経費に対しては、どういうものができてもお渡ししますと

いうことですので。市の戦略が国の意に反しているから交付金はあげ

ないよ。ということではないので。

委 員： ネウボラとか、子育ての両立支援というのは、国の意に合いそうで

すね。

委 員： 若い世代の希望をかなえるとか、ばっと削ったらどうですかね。

議 長： 希望をかなえると政府が言っている意味は、1.8の出生率のことでし

ょう。違うんですか。

市 長： 出生率よりもっと原点の話で、来月婚活をやるんですけれども、市
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が絡んだ婚活って、多くの人が参加するんです。それだけ出会いがな

くなっちゃっている。結婚したいという人たちもかなりいるという。

正直に言って、何で行政が婚活やらなきゃいけないんだと首をひねり

ながらやってはいるんですけれども、でも、これが現実なもので。

議 長： という世の中ですので、国際会議で地方自治体が、婚活やっていま

すというと、何だそれと言われるんですよ。

委 員： シンガポールは、国でやっていますよね。

全て税金で。それは自信を持ってる国ですよね。

市 長： 行政が絡むだけで信用度が増すんですって。

委 員： シンガポールは、それで結婚したら何か特典がつくとか、もう大盤

振る舞いというんでしょうか。小さな国で、人口をキープしないとだ

めだということで。ただ、あの国は高学歴でみんな働いているので、

なかなか結婚しないと。あるいは男女がつき合う時間がないというこ

とで。

委 員： 浦安はどこまで人口増が欲しいんですか。人口減はとめたい・・・。

市 長： いや、どこかでとめたいとは思っていますが。

委 員： 国は希望出生率1.8と言ってますけど、浦安は必ずしもそれでなくて

もいい。

市 長： ただ、やっぱり若い世代が減っていますから、埋立地で人口が急増

したもので、バランスがとれていない。地域間格差が激しいんですよ。

委 員： 特にどういう年齢層の増加が必要ですか。

市 長： このままいったら、一気に埋め立てのところが高齢化していく。今、

高齢化率が浦安全体では15％なので、この部分では物すごい若いんで

すけれども……。

議 長： 偏在しているんですか。

市 長： はい。私の住んでいる美浜三丁目なんていうのは、1,200人ぐらいい

るんですけれども、高齢化率が42％です。これが、第二期の埋め立て

の同じような人口規模の日の出四丁目ですと1.8％なんです。三十数倍

の差があって、バランスがとれていない。

市 長： 今の状況を見ていると、結婚するまでは、浦安に親と一緒に住んで

いますよね。結婚して、離れるんですよ。家賃も高いですし。ただ、

妊娠して、出産の間際になると、今度は親の力を求めたり、あるいは

行政サービスを見比べて戻ってくる傾向もかいま見えています。

議 長： コミュニティというか一つの市っていうのは、生活機能を包括する

場ですので、浦安市で子どもを産み、育て、老いていくという人生の

機能を包括できるような公共サービスをサポートする機能が基本です
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よね。希望出生数をかなえるとかは抜きに。

それが重要だと考えないと、今の政策目標を変に捉えちゃうと、結

果と目標とか、手段と目的とか、転倒してしまう危険性があるので、

そこは気をつけないといけないと思います。

市 長： この４つの基本目標が書かれていますけれども、２番目の新しいひ

との流れが生まれるまちというのは、不自然な、本音でないような。

ほかは一応、時代に合った地域づくりとか、浦安市の地域の特性なん

ていうのはわかるんですけれども。

公室長： 住み替え支援ですかね。やはり、地域間格差の問題というのは、大

きな、今までのどうしてもハードな部分のまちづくりが結果的にこう

いう形になっていますので。

委 員： 高齢者がどこか、さっきの大潟村に行って、お酒をつくるとか。

市 長： それこそ二地域居住というのは、私の周りで見ているのは、一つは

別荘ですね。企業で、フルタイムとはいいながら、ゆとりを持った働

き方をして、金曜の夜から土日にかけて館山に行くとか、那須に行く

とか。

議 長： 徹底するのであれば、例えばストックホルム市は、市の面積の140％

ほど、市外に土地を持っていて、そこに別荘をレンタルさせているん

ですよ。１人必ず持っている。

そういうふうに徹底する政策を打つならいいと思うんですが、今の

日本版ＣＣＲＣとか、あの手のことはスウェーデンで世紀の社会保障

改革をやるときに、全部調査したんですよ。その結果、60歳以上で住

みなれた地域を動くと、10年健康というか、肉体的に健康を害しちゃ

う。

市 長： 呼び寄せるというのはよくないんですよね。

議 長： 呼び寄せってどういう意味ですか。

市 長： 例えば40代で、自分の親が70、80代で、実家に住んでいるのを呼ぶ。

議 長： そう。呼ぶというのはなかなか問題なんですよ。そうした、政府の

考え方の背後にあるのは、人間はさまざまな人間のネットワークの中

に生きているという想定じゃなく、砂のように孤立している存在だと

捉えているので、例えば、政府が言っているコンパクトシティという

のは、公共サービスを効率的に１カ所に集中するために、みんな集め

ておいて、ここで人口のダムをつくるというんだけど、その人口のダ

ムって、何の絆もない、すぐ流出しますよ。砂でつくったダムですか

らね。

地域社会は人間のネットワークの中で生きているわけなので、年を
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とってもネットワークがあるわけですよ。健康なうちに出ていけと言

われたら、誰が孫の面倒を見るんだということになるわけです。だか

ら、みんなそれなりにネットワークの中で生きているというのを無視

して動かすって、新しい人の流れって、どういうことかよくわからな

い。

それは目標じゃなくて、その居住の自由は、本人が考えて家族の人

が考えた上で、それでも浦安に来た場合には、ちゃんと生活が保障さ

れるというなら話はわかるけれども、動かすという目標のためにやる

というのは、何かハーメルンの笛吹き男じゃない。年寄りだけあっち

に持っていけとかというのは、いかがなものかと思います。

委 員： 実際に、そんなに新しい人が地方に行くということはないですよ。

むしろ、集中してくると思います。

リニア新幹線で名古屋まで30分で行けると。ここを軸に人がどんど

ん集まってきて、幾ら地方へ新しい人の流れをつくっても、産業もな

ければ働き場所もないし、楽しいこともないし、おいしいものもない

し、人間のきずなもないし、誰が行きますかという感じですよね。

議 長： この大潟村のような結びつきって、他の自治体もやっているんだけ

れども、地方のほうに行って見てくると、そっちはすごい期待を持っ

てたりするんですよ。

地域間での協力というのは、それぞれの地域とか人間もそうだけれ

ど、自立すれば自立するほど、人間は連帯すると言われているように、

自立した地域同士が自立した同士として、自分たちは仲間なんだとい

って交流するというのはいいんだけれども、浦安と大潟村は、干拓、

埋め立てというところ、似ているじゃないの、我々友人じゃないか、

そういう意味で協力していくということであれば、これは非常にいい

ので、これをちゃんと守ったほうがいいと。

そうしないと、両者の損得勘定で結びつくことになるとよくないん

ですよ。日本人は、もう愛情とか、友情とか、わからなくなっちゃっ

ている国民になっているんですね。この25年間で。

市 長： 25年というのは、どういう意味ですか。

議 長： 税制調査会のデータや何かで見ると、家族機能、完全に崩壊してる

んですよ。

委 員： 1990年代から。

議 長： 崩壊しているんですよ。例えば、港区の調査でいくと、正月三が日

に１人で生活をしたという60歳以上だったか、３分の１以上なんです

ね。山形でさえ29.8％とかで３割近いんです。
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かなり孤立化し始めて、しかも、日本の場合には、そういう共同体

的な支え合いというのが、家族中心だというふうに言われていたので、

家族関係が希薄になると、本当に無縁社会になっちゃうわけですよ。

友人も、隣人もいない中で孤立していって、生活困窮に陥って、孤独

死とかが起きてしまう状態になってしまうんですよね。

フランスのグルノーブル大学の家族社会学者は、どうして孤独死と

いうのが起こるのか理解できないと。フランスで、何カ月にもわたっ

て死んだのが発見されない状態をつくろうとすれば、よほど用意周到

に、綿密に計画を立てた自殺以外考えられないと言われているんです

よ。

フランスでは、家族機能を60歳以上の人が月に何回子どもと食事を

とっているかというのを時系列的にとって、徐々に落ちてきているこ

とを統計をとっているらしいんです。

日本でも家族機能を調べてみようといって、アンケートをやったら、

意味を成さない。ひと月に誰も子どもと食事をしていない。それで、

年単位になると出てくるというんですよ。という状態に陥ってしまっ

ている社会になっているので、愛情とか友情とかを理解しにくくなっ

ているんですね。

なので、地方自治体間が結びつくときも、損得勘定で結びつくとい

うことよりも、やっぱり何らかの形で自分たちは仲間じゃないかとい

うことで、大潟村と私たちはやっぱり同じ埋立地ということを基盤に

してでき上がった仲間じゃないかということで結びついてもらったほ

うが、いい政治ができるかなと思うんですよね。

仲間なんだということが最初にあって、その上で、都会の子どもた

ちが自然に触れ合う機会を設けようとかね。同じようでも条件が違う

んだから、というようなことで学び合うとかという交流はいいけど、

そうじゃないと、向こうが過度な期待を持ってしまう。

市 長： 似たまちじゃなくて真逆のまちなんで、そういう意味では、べたべ

た関係ではなく、さらさら関係を持っていると思っています。

委 員： 真逆っていいですよね。非常にこういう交流都市になることで、全

然違う。

市 長： お互いも全然違う経験ができますよね。

さっき議長が言った、人間は自立すればするほど連帯するという、

その自立の定義とは、どういうことを言われているんですか。

議 長： 人間は、自立すれば自立するほど連帯するというのは、大内兵衛先

生の言葉なんですが、感動したのは、スウェーデンに行ったら、スウ
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ェーデンの個人主義の説明のときに、スウェーデンの個人主義とアメ

リカの個人主義とどこが違うのかというと、スウェーデンの個人主義

というのは、人間は、自立すれば自立するほど連帯するんだ、だから

仲間なんだ、結びつくんだというのがアメリカの個人主義と私たちの

個人主義の違いですと言っているので、非常に抽象的に彼らが言って

いるときには、自立するというのは抽象的に使っていると。大内兵衛

先生も抽象的に使っているんだけれども、自分で自己決定して自己判

断をしてやることを抽象的に言っているだけで、全部自給自足してい

るのかということまでを言っているわけじゃない。

ただ、人間は、自助の中に共助が含まれているという考え方に近い

というふうに考えていただければと思いますが。スウェーデンなんか

で言っているのはね。そういう意味で使っています。

アメリカ的な、人間は自立すると自分の自己利益最大化で動くんだ

ということではなく、人間は自立して、自分で生活できるようになれ

ばなるほど、お互いに助け合うようになるんだという意味だけですが。

委 員： 浦安市民憲章みたいになるといいですね。先ほどの話ですと、高齢

者で、家族と食事をする人が少なくなる。でも、地域で、浦安の中で

みんなで仲間意識を持てれば寂しくないわけですよね。

市 長： 実は、真剣に考えているのが、神野議長が２つの木陰と言われてま

したよね。それがずっと残っていて、富山駅のすぐそばにグランドプ

ラザというのがあって、富山って寒いですよね。それで、ビルとビル

の間をガラス張りにしたんですよ。

そこで毎日のようにいろんなイベントをやっているのと、周りに飲

食店もあったりして、朝早いときは、例えばお年寄りが、ひとり住ま

いとか、夫婦だけの人たちが来て、そこで食事ができる。今度時間が

変わると、幼稚園に送っていったお母さんたちが集まってくる。お昼

ぐらいには学生が来たりとか。一日のサイクルがそうやってつくられ

ているところがあるというので、まだ見てはいないんですが。ところ

が、たまたま今年の環境フェアで、物すごく暑い日があったんです。

新浦安の駅前広場で暑くて、汗だくでいるときに、木陰広場があるん

ですが、そこに入ったら、すごい涼しかったんです。

そこで思い出したのは、議長の２つの木陰が人間には必要なんだと

いう言葉。

浦安はここをうまく利用すれば、それができるなと思ったんです。

朝そこに行けば、高齢者がついおっくうになりがちな食事が、簡単な

ものでできると。
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異世代交流もできるだろうというので、市民の木陰をつくろうかと

思っている。

議 長： それから、さっき大日向委員がおっしゃったのと合っているかどう

かわからないんですけれども、富山方式ってご存じですよね。

保育も高齢者も障がいも全部一緒にやっちゃう。

女性がやっているんですけれども。富山方式って有名な、全部一緒

にやって、しかも普通の住宅でやっているんです。

委 員： 惣万さん。

市 長： 惣万さんです。ＮＰＯで、団体名は何ていいましたっけね。

議 長： そこでは、むしろ地域社会で、保育も高齢者のあれも、一緒にやっ

たほうがいいんだと。それから障がい者もいるんですよね。障がい者

もいてみんなでという方式で保育園をやっているんです。

市 長： 高齢者の看取りまでやっている。そこに小さな赤ちゃんたちも一緒

に。

議 長： そうです。一緒に。お年寄りも子どもの声を聞くと癒やされる。で

すよね。

市 長： そうです。

委 員： ３歳児が来たら、お年寄りもトイレに行けるようになったとかって

いう話ですね。高齢者の方々が、寝たきりの方が、子ども、３歳児が

来るようになると、励みになって。

市 長： そうです。効果としてね。

委 員： ＮＰＯ法人の名前、このゆびとーまれでしたね。

市 長： そうそう、このゆびとーまれ。

委 員： そういう総合的な高齢者、子育てを一緒にするということのメリッ

ト、デメリットというか、普通分けているじゃないですか。国の制度

もそうですし、だけどそうではないんだということなんですかね。

委 員： そうです。今、こういう動きがようやくトレンドになって、高齢者

と子ども、一緒にしたほうがお互いにメリットがある。高齢者も元気

が出るし、子供や若い世代も高齢者から学ぶものが多い。一方で、そ

うした場で働く支援者が足りないというのが現状の問題ですね。デメ

リットは余り聞かれないようですが。

市 長： ここからが大変なんですよね。このゆびとーまれも、すごい大変な

んですよね。理想形で出てくる部分はいいんですけれども、裏で、大

変な家族の理解とか、もうほとんど死期間近のおじいちゃんのところ

に３、４歳児が行くわけですよ。そういうのを見ていると、やっぱり

大変なんだろうなというのは。
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議 長： ただ、自然の我々の状態では、もともとそういう状態で生きていて、

小さい子も死というのはどういうことなのかということなどを含めて

学んできたわけですよね。今、分離されているけれども、もともと一

緒ですよね。

委 員： 昔は家族の仕組みの中で、自然にそうなっていた。今、家族がそう

した機能を果たせなくなっている。ですから地域の中でこれまでの家

族の機能に代わる新しい仕組みをどうつくって行くかが課題だと思い

ますね。

委 員： 今後、浦安でもそういう方向性はありますか？

市 長： 一つのチャンスが、先ほど大日向委員から出た、ことしの３月で廃

校になった小学校が１校あるんです。

そのうちの３分の１は行政ニーズで活用しようと。行政が直接絡も

うと。残りの３分の２を市民ニーズでという中で、大日向委員が指導

されている子育て・まちづくり支援プロデューサーという、この人た

ちが動きたいという話が一つ、子育てのＮＰＯもあり、介護のＮＰＯ

もありで、いろんな形で手当てができると思って、それを公開プレゼ

ンで選ぶんです。そんなことが結構出てくるかなと思って。

議 長： あと、いかがでしょうか。

委 員： 今までの話、非常におもしろくて、浦安ならではのことができると

思うんですけれども、もう１点、成長戦略というんでしょうか。そう

いったことができるためにも、市の財政基盤はしっかりしておくこと

が必要ですし、それと、新しい人を浦安に呼び込むためにも、何をや

ればいいのかということを一方で考えていかないといけないかなと思

っています。

ここにも書いてある、知の拠点みたいなものをうまくつくれないか

と。

議 長： 何か、どこかの病院の関係で、大学病院をとおっしゃっていません

でしたか。

市 長： それは、リハビリセンター。

あと、ここに保育士資格取得講座、受講料補助と書いてあるんです

けれども、シングルマザーのお母さんたちに、この保育士ですとか、

看護師なんかの資格を取らせる授業料なんか、全部補助しようかと。

例えば５年ぐらい勤めていただいたら全額免除するとか。そうやって

マンパワーをつくっていかないと。足りないんです。奪い合いなんで

す、今のところ。

委 員： 助産婦さんのほうがいいかなと思ったりもしたんですけれども。
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市 長： 保育士、看護師、最終的には保健師を目指すところまで。ネウボラ

をやるにしても、マンパワーが足りないので。

議 長： そろそろ時間ですけれども、当面、一応、一わたり論点には触れさ

せていただいたということにさせていただいて、少し遅くまで皆さん

方に熱心にご議論いただきましたことを感謝します。遅い時間までど

うもありがとうございました。

市 長： ありがとうございました。


