
第16回 浦安市賢人会議

１．開催日時 平成25年２月13日（水）17時30分～19時30分

２．開催場所 都市センターホテル 604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 市長公室長、市長公室参事、秘書課長、企画政策課長、行政経営室長、行政

経営室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：さらに子育てしやすいまちづくりに向けて

（閉会）

●市長あいさつ

市 長： 16回目の賢人会議、よろしくお願いします。

いくつか資料を事前にお配りをさせていただいた。汐見（稔幸）先生は、白梅学園

大学の学長をされていて、大日向先生のパートナーと言ってもいい方。浦安市でも

「子育て・家族支援者養成講座」で、ずっとお世話になっている。市が就学前児童を

対象とした保育園と幼稚園の一体化を目指そうと、こども部をつくり、その後、平成

19年に幼稚園と保育園の指導指針を一つにしようということで、保育と教育の指針を

つくっている。今回は、それを改訂するにあたり、より実践的な形に持っていくとい

うことで、報告会を行った。そのときの汐見先生の話を聞かせてもらったが、その中

で、特に「高校生を取り巻く状況について」というものが出されて、日本の高校生の

意識があまりにも韓国、中国、アメリカとも違うことに驚かされて、大変ショックで

あった。「原っぱがなくなった」それから「子どもの仕事がなくなった」という話が

あり、1970年代ぐらいから、まさに子どもにとって首をひねるような状況がずっと続

いて今に至っているというお話。そういうことが、おそらくこの結果につながってく
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るのだろうと思う。「私は価値のある人間と思うか」あるいは「自分に満足している

か」そして何より「自分が優秀であると思うか」ということに、他の国とあまりにも

違うデータが出ている。もしかしたら、取り返しのつかない社会になっているのかな

ということを、こういうデータでもうっすら感じることができるので、テーマが大き

いけれども、本日ぜひ、みなさんでディスカッションしていただければと思う。

それから、2004年以降、日本の人口が減少の一途をたどっている中で、前回も基礎

自治体として何ができるのかを議論いただいている。私どもは「子育てしやすいまち

づくり」の推進ということで、大日向先生にずっとお世話になっているけれども、今、

「子育てのしやすさ」どころか「子どもを産める状況づくり」、その前の「男女が出

会えるまちをどうつくるか」といったことになってきている。“婚活”を２月17日に、

また実施するが、実は毎回、すごい倍率になっている。出会いは提供しているけれど

も、実は、その後、私たちにゴールインしたという報告はない。熱烈な恋愛のもと、

既に十数組が間違いなくゴールしているはずであるのに…。そんなことを一つひとつ

見ていくと、日本の社会がどこかゆがんでしまっているのではないかといったおそれ

すら感じている。そう言いながら、国の方はというと、今、景気の高揚感とかで、日

本人独特の集団ヒステリー症状が、いくらか出始めたなという感じがしている。そん

なことも含めて、みなさん方でお話を高めていただければと思うので、よろしくお願

いします。

●議長あいさつ

議 長： 資料にある、この手のアンケート調査でよく言われるのは「日本人は両端を削る選

択をする」ということである。この点を注意しなければならない。つまり、このアン

ケートでいくと、日本人は「全くそうだ」と「全然そうではない」というのを、選ば

ない傾向があり、真ん中の「まあまあそうだ」「あまりそうではない」のどちらかを

選んでしまう。よく、そう言われている。

私は、日本の子どもの孤独感が世界一であったりすることの方が、第二位のアイス

ランドを大きく引き離して世界一だったりすることの方が、ちょっと悲しい現実かな

という気がしている。（2007年に国連児童基金(unicef)の実施した“先進国に住む子

どもたちの幸福度に関する調査”で、「孤独を感じる」と答えた日本の15歳の割合は

29.8％でトップ、続くアイスランドは10.3％、第３位のポーランドは8.4％）
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市 長： 子どもの孤独感…

議 長： ええ、孤独感です。それから、世論調査等でよく言われる、未来の見通しというこ

とで言うと、日本では「親の世代よりも自分たちの世代の方が幸せ」だと考える人が

50～60％いる。ちょっと低い。中国・韓国は「親の世代より自分たちの世代の方が幸

せ」になったと考える人が80％くらい。スウェーデンのように成熟化している社会で

は「親の世代よりも自分たちの世代の方が幸せ」になったというのは50％くらい。

「子どもの世代が、自分の世代よりも幸福になる」と考えている人の割合は、中国・

韓国では大体同じで80％。スウェーデンの場合は成熟しているので、ここも50％。子

どもの世代の方が幸せになると考えている。しかし、日本は今、ここが20％を切って

いる。つまり、日本は、自分たちより子どもの世代の方が幸福になると考えている人

が少なく、未来について絶望しているというか、そういう状況。

ちょっと皮肉な見方をすると、日本は社会的に安定している。安定しているという

のも変だけれども、つまり、今の世代の人たちは親の世代よりも幸福であるし、子ど

もの世代よりも幸福であると考えている。いわば幸福の絶頂期に生きているという認

識になっているんじゃないかと。この満足感が、社会的な安定性をつくり上げている

のではないかという形で解釈することもできるように思う。

ただ、いずれにしても今、日本も世界も、未来がよく見えない状況になってきて、

子どもたちがどう生きていくのかということすら不透明な状態。それから、子どもた

ちをどう育てていくのかということを含め、市長の言葉を借りれば、日本の社会の中

で目的と手段が転倒し始めたのではないかと思いつつあります。

●委員あいさつ

委 員： 先ほど、市長から提起のあった問題は本当に重いし、重要な課題であると思う。た

だ、議長からのお話にもあったように、高校生の調査結果の読み方というのは、非常

に難しい。ここに出ている質問、つまり国際比較するときに、単なる言葉の表現だけ

では押さえられないものがある。例えば、どういう高校を対象としたのか、どの地域

か。中国やアメリカは、あまりにも広大であるし、日本の高校生と、中国・アメリカ

等とを比較したときに、対象としての質が本当に同じなのか等、丁寧に見なくてはい

けない。それから、ざっと見たときに、ここに挙げられている項目というのは、一番

高校生が嫌がる項目ばかり。「クサい」と言って、こういうのにまともに答えない。
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特に、学校の集団質問手法で行っていたりすると、友達が隣にいたり、先生がいると

ころで、おそらく、ここにある選択肢に正直に丸をする高校生はいないでしょう。こ

の調査そのものにも、いろいろな見方ができるのではないかと思います。

もう少し別の観点から言うと、日本の若者のやはり置かれている閉塞感とか、ある

いは、全体のトレンドというのは、別の要注意部分があったりすると考える。ここに

来るときも、ある方と話していたのですが“コスパ”というのが、今の若者のキーワ

ードだそうです。若者が「コスト・パフォーマンス」と言って、何でもお金にカウン

トする。自分のしたことが、どのくらいのコスト・パフォーマンスを持っているかと

いう、本来計ってはいけないところまでも計っていく。なぜ “コスパ”に縛られる

のかと言うと、人生とか生活といった長期的な見通しが保てないから。だから今、こ

れをやったことがいくらになるかとか、大学でも教育をしようとすると授業料を返せ

とか、そういう反応が出てきて、授業１回がいくらみたいなカウントをしたり…。そ

れからもう一つは、失敗をすることに非常に臆病。コスパが価値観の中心になってい

ることと、臆病になっていることで、若者の考える力の骨太感がなくなっている。そ

れが多分、汐見先生の言う「自尊感情のようなもの」の欠如にも、つながっていくの

かなと。それをどのように改善していくかというと、本当に大なたを振るわなくては

ならないと思うけれども、例えば、一自治体であれば、できることもあるだろう思っ

たりしている。ここは、また後の方でお話させていただければ…。

委 員： お話を聞いていて思い出したのは、ロバート・ベラーの「Habits of the Heart」

という、アメリカ人にとっての理想というか、幸福観というのは、一体どういうもの

かということを描いた非常に有名な本。ベラーは徳川時代の日本の宗教についても分

析した有名な社会学者で、その「Habits of the Heart」に、アメリカ人の理想的な

幸福像というのは、聖書の世界にある、我も神とともに生きるという、非常にアメリ

カ人らしいことを綿々と書いている。日本人にとっての「Habits of the Heart」と

は、一体何であろうか？ という気がする。

また、心理学の認知心理学か何であったかわからないが、人間は放っておくと「自

分はだめだ」と思うらしい。要するに自然に放っておけば「自分には価値がない」と

思う。それを、上向きにさせなくてはいけない。放っておいた結果が、今のそういう

マイナス。子どもに対しても、教育にしても。放置しておくから、そういうマイナス



－4－

の感情、ひきこもりとか、そういうことになっているのではないだろうか。もし、仮

にそうだとすれば、何かはやりビジョンが必要ということになるわけだが、そこがな

かなか難しい。私は、ビジョンというのは、やはりグローバル化であると思いますけ

れども。

日本が幕末に迎えた状況と、今の状況というのは非常によく似ていると思う。あち

こちで外国から小突かれて。日本の中では、それに対応する形でナショナリズムが出

てくる。だけど、経済活動はインターナショナリズムでやっているので、最終的には

江戸時代もそうですけれども、攘夷論から大攘夷論に変わっていくわけですね。その

大攘夷論というのが、富国強兵政策だった。そういう国家ビジョンが必要なのかどう

かわからないけれども、大攘夷論に至る過程で相当の苦痛をみんなが味わいながら、

ナショナリズムとインターナショナリズムの折り合いをつけていくという、そういう

方向が、今はちょっと見えていないのかなと思う。日本の内なる国際化というのは、

まだまだダメで、例えば在日朝鮮の人たちの、例えば公務員になっても課長にはなれ

ないとか、そういう外国人に対する取り扱いという点で、極めて遅れているように思

う。いろいろなところから、国際化の流れというのは来ているのだけれども、それに

対抗するだけのものがないという感じ。残りは、また後でお話ししたいと思います。

委 員： 私が日ごろ仕事をしていたり、若い人と接しているときの最大の関心事…。これは

やはり就職なんです。高校生についても、さらに大学生についても、就職についての

プライオリティ（優先順位）が一番高い。就職するために高校生活を送る、大学生活

を送る。就活ですよね。それが今や大学２年とか、そんなときから始めていると。

市 長： 高校生がそれを意識しているということですか。

委 員： 意識していますね。この大学に入ってこうするとか、既にそういうことを考えてい

る。今、特に私立大学はものすごく狭い分野の専門課程、昔だったら専門学校で教え

るようなことを学科で取り入れて、就職率100％とか。そういうことをやっています。

今、すごい就職が厳しくなってきている。しかも自分が好きなことができないばかり

か、もう就職することができない。それで、非常に低収入の仕事、非正規雇用になっ

てしまうと、本当に年収200万とか300万で、そうなると結婚もできない。ものすごく

強い不安感を抱えていると感じています。あまり何か大きな問題を考えるというより、

身近な問題としてどうやって稼いでいくんだ、そのためにはどうすればいいんだ、そ
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ういう方向に思考回路が回っていっていると感じる。だから、大きなことなんて考え

られないし、世界がどうなっているんだということにも関心が薄くなるし、コミュニ

ティがどうだということも考えない。とにかく自分が生き残るためにどうすればいい

んだという、非常に厳しい状況にある。

特に最近、私立大学は、学生に勉強させるというよりも、就職させるためのカリキ

ュラムを組んでいるというか、ある意味、本末転倒なんでしょうけれども、大学側に

とって、就職率というのは一つの物差しになってしまうので、そこに必死になってい

る。それだけ、今の若者は追い込まれているので、こういういろいろな学校生活につ

いてとか、勉強へのプレッシャーとか、そんなことには、あまりまともに答えないの

ではないかな、悲観的な方になるのかなと思ってしまう。この後は、議論の進展にし

たがって、いろいろ申し上げたいと思います。

●さらに子育てしやすいまちづくりに向けて

市長公室長： 子育てをめぐる課題解決を目指して、平成27年４月スタートを予定している、子ど

も子育て支援新制度。本市でもこれを受け、今後、子ども子育て会議の設置である

とか、認定こども園の整備という施策を積極的に施策を推進していきたいと考えて

いるところ。今回は幼児期の学校教育とか、保育のあり方、それから、女性が就業

しながら安心して子育てのできるまちにするためには、基礎自治体としての浦安が

どういう役割を担っていくべきか。このあたり、いろいろ言及をお願いしたいと思

います。

議 長： 先ほど鈴木先生から配付のあった資料「義務付け・枠付けの第４次見直しに向け

て」というのを、簡単に説明していただいて。まず、そこから入りましょうか。

委 員： 第１次分権一括法と第２次分権一括法が、何とかこの３月議会で全国の自治体で終

わりそうとのこと。それに続く第３次分権一括法、これは民主党政権のときに出て、

衆院解散を迎えて廃案になったもの。これに加えて第４次分権一括法も出すというこ

とで、早ければ３月上旬くらいに閣議決定で、内閣府としては進めたい。

第３次分権一括法は、かなり多くの分野にわたっていて、教育委員会と長との関係

とか、そういうことも含まれており、今後また議論をしなければいけないところがあ

る。知事会が資料の二番目にある「保育所に対する義務付け・枠付けの見直し、地域

にあった子育て支援を実現し、女性の就労拡大、新たな雇用の創出につなげていきた
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い」と、こういう提言をしているので、今回、賢人会議にお持ちした。ご承知のよう

に、保育所の面積であるとか、あるいは保育士の資格について、いろいろ議論が出さ

れてきたところで、このあたりは、おそらく大日向先生がお詳しい。知事会の意向と

しては、もうちょっと緩めて地域の独自性を出せないか、それから、保育所の設置基

準を参酌基準化することで待機児童の解消といったことを何とかできないか、と言っ

ている。他方で、保育の質がどうなるのか、規制を緩めると必ず保育の質というのが

問題になるが、果たして全国一律の規制ということでいいのか、あるいは参酌基準が

いいのかということで、それを選択することをやらせてほしいというのが、知事会の

意見としてまとまったようである。このとおりいくかどうかは、まだわからないし、

これからたくさんの議論があるのだろうと思う。

議 長： 特にこれについて、つまり分権の進み具合に関連して、ここで議論しようと、そう

いう話ではないということで、よろしいでしょうか。

委 員： そう、ここで、こういう話がありますということだけです。

議 長： このローマ時代の云々とありますけれども。

委 員： これはちょっと、塩野七生さんの「ローマ人の物語」を一生懸命読んでいて、自分

で書き込んでしまったんですけれども。

議 長： なるほど。これは、変な話になるけれども、昭和19年に人口政策要綱ができ上がっ

て、これは少子化対策じゃなく「産めよ、育てよ」ですね。この中で、25歳以上の女

性、30歳以上の男性で子のない人に「独身者税」という重税をかける。そして、５人

以上子どものある家庭に回すということと、それから、子育て金庫というのをつくっ

て、そこで支援、サポートするという政策。これは全部、フランスが1930年代に行っ

た、子だくさん政策の真似。だからそのことを言っているのかなと。それで、申し上

げたんだけれども。

どうも今の政策が子育て政策であるのかどうかが、はっきり見えていないのではな

いかという思いがある。一生懸命取り組まれているのに、世間一般では、どうも「産

めよ、育てよ」と受け取る向きがあるんですね。当時は戦士が減っては戦争に差し障

るので、戦士を養成しなくてはいけないということのために、子育て政策をやらなく

ちゃいかんと、そういう発想。今や、少子高齢化が大変である。つまり労働力の担い

手としての戦士が足りないというので、子育て政策を打つと思われているところがあ

って、その目的と手段を間違えられているのではないかと…。そもそも、ここの問題
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意識で言えば、子育てしやすいまちづくりというのは、何のためにやるのかというこ

とであるのだけれども、これは少子化対策ではないと、私はいつもそう言っている。

少子化対策ではなくて、やはり社会本来の姿ではないか、ミッションなのではないか

と思う。

アダム・スミスの「国富論」を読むと「小さな政府」が出てくる。治安維持の武力

と、それから治安維持のための司法、そういう強制力に基づく治安維持政策のほかに、

やらなくてはいけない政策として、今で言う公共事業と教育、これを挙げている。な

ぜ教育をしなくてはいけないのかと言うと、それまでの教育、つまり近代社会になる

前までは、全人格をつくり上げていく教育が行われていた。つまり共同体の中で、父

親から生きるための能力とか、それから共同体に参加して意思決定する能力とか、総

合的な力を教わってきた。ところが、近代工業社会になってくると、非常に部分的な

能力しか人間に要請されない。分業過程のような単純な能力しか要求しなくなってし

まう。全人格的な、人間が人間として生きていくための、人間として育っていくため

の教育というのができない。だから、これをこれからの公共が、やらなくてはいけな

いと言っている。

そういう観点からすると、私たちがこの社会で経済活動、人間が自然の中で生きて

いくための手段として、分業によって生きていこうとしている。しかし、分業した後

に必要な能力だけではなく、自然の中で私たちは社会をつくってきたこと、さまざま

な人間的な能力が要求されているということを忘れてはいけない。これからの社会と

いうのは、今までとちょっと違ってきて、そういう人間としての全面的な能力をつく

っていくということ自体が、逆に人間と自然との関係における経済的な発展をもたら

すのではないかと。私は、そういうことを言おうとしてきました。

それは、今までの工業社会と違う視点。「まち」というのは、農業社会では生産機

能を持っていない。生産能力は農業、農村が持っていて、農村同士が集う場所として

の市というシティであって、そこには生産機能は無く、ただ交流する場という意味し

かない。ところが、近代都市というのは、工業化すると、生産機能を持ち始めて、生

産機能を集積したところが都市になる。そこに生活機能、人間が生活する機能が集ま

ることによって、工業都市は発展していったと思われる。どうも、そういう時代とい

うのは終わって、これからの社会というのは、人間が人間として育っていく場として

の地域づくりをしていく。そこに私たちの生活を支えてくれる産業、つまり生活機能
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がむしろ磁石のように生産機能を引き寄せていく。今までの工業都市というのは、生

産機能が磁石の役割を果たしたのだけれども、そうではないのでは？ と思い始めた

ということになる。

これはいつも申し上げるけれども、ストラスブール（フランス）やスウェーデンの

まちを歩いてみると、このまちで子どもを育てたいとか、このまちで子どもが育ちた

いと意思決定するようなまち。こういった都市が、むしろ経済的にも新しい産業を、

結果としてつくっているという時代になりつつあるのではないかと思っている。この

テーマについては、私はいつもこの賢人会議で言ってきたつもりで、子どもを育てる

のに、いつも自然との緑の絆と、人間の絆、この二つが必要であると。そのもとで育

てたいと言ってきたのは、今のような意味でして。だから、浦安ならではの人間的な

結びつきとか、それから、浦安ならではの新しい自然のようなものを復興させること

によって、子どもたちが生き生きと、生きていく。

都市のデザインをするときに、子どもが育つ場だという形でデザインしていないの

ではないか、それを忘れてはいけないと思っていて。これは前にも言いましたけれど

も、スウェーデンでは高齢化率が28％以上になると、子どもを誘致してくる。そうい

う都市計画の中に「子どもが育つ場」を入れる。日本だと遊ぶ場がないし、「道」と

いうのも子どもが育つ場だと思うけれども、道で遊んじゃいけませんとか。そういう

発想方法から、一つ超えるところに、私たちの新しい社会があるんじゃないかなと感

じている。これは総合的に考える必要のあるもので、どこかパッチワーク的に何かを

すればということではない。

市 長： 先ほどのデータを出してくれた汐見先生の最終結論は、実はこれ（資料データ）を

心配しているというよりも、特に日本人の場合、０・１・２歳の育て方に問題がある

と。それから特に言及されたのが市民の育成、シチズンシップ（公民権・市民権）の

教育を怠ってきているということ。

議 長： 結局、社会の一員として、民主主義を担えるようなことを含めた、全人間的なすば

らしい能力を子どもたちは持っている。それに祖先から私たちに伝えられてきた暗黙

知というか、何とはなしに知恵を使って子どもたちの能力を開花させてあげるという

ことというのが目的であると思う。

市 長： それと同じように、1970年代からハートがなくなったと。子どもたちが勝手に潜り

込んで、小さい子どもまで引き連れてというガキ大将の世界がなくなったというのが、
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やはり象徴的。

議 長： 子どもたちが工夫をできる空間が、都市にはないと思う。あまり具体的な話にはで

きないけれど、多分いろいろなアイデアはあるのではないだろうか。

委 員： それは別の問題ではないでしょうか？ 教育や子育てと、少子化対策は違う問題な

のではないかと思うんです。日本の15歳から64歳の人口というのは、このままいくと

2050年に4,000万人台と、現在の半分になってしまう。つまり、国内需要が半分にな

ってしまう。そうすると企業が外に出ていくしかなくなって、働く場所がなくなる。

日本経済は、どんどん縮小して、絶望的状況になってしまう。そうすると、教育じゃ

なくて、やはり子育て支援ですよ。何かしていかなくてはいけない。

市 長： 現実にはもっと前の段階の話で。さっきも話したように、この２月17日の婚活で４

回目。初回は、震災の１カ月前の２月に実施したんですけれども、男女75人ずつを募

集した。20～45歳が対象。本当にこれは行政のやることなのか？ とも思いながら、

商工会議所とタイアップしての実施。ふたを開けてみると、女性が5.3倍、男性は少

し落ちて3.8倍という倍率で応募が来た。浦安のマッチング率はとても高い。２回、

３回と回を重ねて、高い信用度がつき始めたのはいいのだけれども、年齢層も高い。

多いのは30歳代後半から45歳、ここに４～５割が集中する。それだけ出会いがない。

すさまじい状況だなと感じている。

委 員： 総人口が4,000万人台になるという、厚生労働省の推計をも下回っていくのかもし

れませんね。

市 長： 想像以上ですよ。

議 長： ただ、これも自分たちが選んだ結果ですよね。つまり、子どもを産まないという選

択をした結果。これを、どう解釈するか。

戦前の世論調査で、子どもを産むというか、子どもをつくるということに対して一

番多かったのが「家を継がせる」ため。二番目が「老後の面倒を見てもらう」ためで

あったと思う。正確ではないけれども、今は「精神的な楽しみ」というのを、子ども

をつくる理由としてみんなが挙げている。

発展途上国の出生率が高いのは、子どもをつくるということに、明らかに貧しいが

ゆえに、という側面があるから。つまり、自分たちの社会にとっての働き手として、

子どもを産む。そこを克服したときに、私たちはどう対応してきたかという問題。

一部の人たちは、少子化が起きてしまった最大の理由は、福祉を充実したから、と
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いう。老後の不安がなくなった、つまり社会的に老後の面倒を見てもらえるから、

子どもに面倒を見てもらう必要がなくなった。これを「曲解」と言えるか、わから

ないけれども、そういう解釈をしている。そうすると結局、老後のために子どもを

つくる必要がない。福祉をやり過ぎたから、こんなふうになって子どもを産まなく

なったんだという考え方です。ただ、多産政策、産めよ政策。これはフランスで、

ナポレオン３世以来、子どもの数が減り続け、出生率が減り続けたことへの対策と

してやっている。そういう政策をやっているじゃないですかと聞いた瞬間に「そん

なの国家が干渉する話じゃない」「我がフランスはそんなことは１回もやったこと

はない」と、向こうの女性に怒られるけれど、やはり日本はフランスを戦争中も真

似している。

ただ、私はやはり、未来に向かって子どもたちを育てていくという、本来の喜びみ

たいなものが動機になるということが、重要であると思います。

委 員： そこに流れが来たのは、塩野七生さんの本を読んでいて、少子化対策がローマ時代

にもあって、そういう古くて新しい問題なんだなと。そこで書かれているのは、独身

税の話や、それから何歳まで結婚して離婚した場合は再婚しないと財産を没収すると

か、そういうこと。足りない資料の部分は、彼女のファンタジーが入っていると思わ

れるので、全部正しいと限らないが、そういう意味でもおもしろかった。彼女の評価

としては、少子化対策はここまでやらなければできない。いわば「ここまでやらなく

てはならないものか」というもの。ひどい政策であると、みんな言うけれども、ここ

までやらないと実らないという、そういう話が書いてあることが一つ。

そしてローマ時代、外敵にさらされるフロンティアがなくなったときに、少子化が

どっと進む。ローマ時代にもやはり社会福祉があって、安定するとやはり子育てはし

んどい、ということなのかわからないけれど…。例えば浦安にとってのフロンティア

って何だったのだろうか、プレゼンスと言ってもいいと思うけれども、そのプレゼン

スをどこに見るかということが、何らかのビジョンとつながらないと、何も見えてこ

ない。私はワークライフバランスもいいと思うけれども、ビジョンのないままワーク

ライフバランスを推進しても「何でそこまでやらなきゃいけないのか」と言う人がい

るであろう。私の娘の一人は全くの専業主婦で、子育てに全力投球していることから、

ワークライフバランスなどに対して非常に批判的で「子育てはそんな片手間でできる

ものじゃない」という意識を持っている。そういう女性たちもいるので、そのあたり
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の議論は、やはり素通りしては、いけないのだろうなという気がしている。

そして、少子化の問題と、子育ての問題というのは、やはり切り離した方がいいの

ではないかと私も思う。ただ、その前提として、この子育てのところ、これは教育に

もかかわってくるけれども、大人が子どもで、大人と子どもの区別がつかなくなって

きている。今のお母さんたちを見ても、娘と同じような格好をして、テレビで見てい

ても一体。おやじと息子も。息子がおやじを全然尊敬していない。当たり前なのかも

しれないけれども。要するに大人とは何だったのかと。大人と子どもとは、やはりき

ちんと区別をつけなくてはだめだと、誰か昔の数学者が書いていた。先生と生徒とい

うのも、きちんと区別をつけなくてはいけない。ニュース番組なんかを見ていても、

首相の次に普通の市民に同じように意見を求めているでしょう。やはり、一国の首相

の発言と、普通の市民の発言とは、重さが違うと思うんです。それを、同時に放映す

ると、受け取る側は何か平等に思ってしまう。やはり責任を持つ人と、持たない人と

いう区別は、きちんとつけるということが必要ではないだろうかという気がする。

委 員： 今、ツィッターなどで、すぐ何か意思表明はできてしまうから…。

ただ、やはり働きたい人が安心して預けられる、そういった保育園プラス幼稚園み

たいなものを充実させていくことは、それは絶対必要なことではないか。そこにお金

を使うことについては、誰も反対しないと思うのだが…。何かうまくいかない。

委 員： 私は少し考え方が違って、子育て支援と少子化対策が別ものではなく、車の両輪で

あると考えている。ただ「産めよ、増やせよ」が先では、本末転倒してしまうけれど

も、少子化対策、やはり人口のことは大事だし、労働力も大事だと思っている。今、

働きたいけれども働けないという、潜在女性労働力が342万人であるという。その人

たちが仮に全部働くことができたら７兆円規模、ＧＤＰ（国内総生産）も1.5％上が

るというのは、やはり日本の国力とか、経済力とか、社会保障の持続可能性から考え

ても、絶対見落とすことのできないものであると思っている。

一つ、入口をどこにするかという問題だけであって、「働け・働け」ということで

はないのだけれども、親が経済的にも将来の生活にも安定を見込むことができなかっ

たら、子どもを産むことはできない。だから、働きたいと思う人が働けない、お話に

あったように、働くことができないでどうして結婚できるか、働くことができない中

でどうやって産むのかということ。経済的安定なしに、これはあり得ないので、私は

やはり雇用政策とか、ワークライフバランスの取り組みは、絶対必要であると思う。
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そして、子育てしやすさを考えるときの方策。広場をつくればいいとか、何か手当

を出せばいいのかという、そんなものではないはず。親が自立して、しっかりと地に

足をつけて生活をできるだけの雇用政策、労働政策は片方できちっと打っておく。一

方で、子育ての「子ども」を何歳ぐらいまでを対象として考えているのか。乳児と大

学生は全然違う。だから、乳児期は親がそばにいて育てるのでもいいでしょう。でも、

いつまでも親はそばにいるわけじゃなくて、もう自立を見通して、いくつぐらいにな

ったら働きに出ようとか、そういう見通しだって必要ですね。

それから、子どもが育ちやすく「ここで育ちたい」というまちにするというとき、

やはりそういう意思表示ができるのは小学生以上だと思うんです。でも、今その学校

現場の状況では、極めて困難であると思うんですね。どんなに立派なお題目を立てて

も、そこで教育を動かしている校長、教頭、先生たちに、汐見先生の言っておられる

自尊感情の育成なんて、そんな余地が全くない。統計を見ると、日本の先生の総労働

時間が2,000時間ぐらいで、欧米が1,600時間くらい。そのうちの教育にかけている割

合が日本は35％くらいしかなくて、欧米では60％くらいです。だから、今、先生たち

に必要なのはバックオフィス機能で、先生たちには教科に専念してもらう。あとの課

外活動とか放課後の活動とか、地域との関係とか、全部そういうところに社会人をど

んどん入れていったらいい。中高年のおじさんたちをね。そうすると、学校はかなり

変わる。

議 長： やはり子どもたちをコミュニティ全体が育てるということと、そういう掛け声とい

うのは、例えば学校をつくって社会人のための卒業証書を出すんですね。そうすると、

その人がまた使命感に燃える。地域活動で、その地域全体をまとめていこうというよ

うな運動を起こして、それぞれが動き始める。

市 長： その証書というのは、どういう…？

議 長： 市民学校をちゃんと修了しましたという、卒業証書です。例えば生涯学習都市宣言

をしているとしたら、生涯学習でどんどんいろんなステップアップして、こうして活

動していくんだという道筋をつけて、そういう人たちが保育園の事業とか、お掃除と

か、全部携わるというような形で、うまく回転させていくということが重要。

私は小学校で授業をやらされたことがあるんですよ。同期が墨田区の小学校にいて、

授業をしてくれと。かなり前ですけれども、東大にいたときに、３年間、毎年１回。

その同期は、小・中学校の同級生で、お母さんも先生、本人も意欲に燃えて先生をし
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ているわけですよね。社会科の教育というと、毎日子どもたちに新聞記事を見つけさ

せて、小学校４年生か５年生に発表させながら議論する。そのときに、私にコメント

やれ、それからあとの講義をしろと。その子どもたちが、私が行くというと、私の本

を読むんですよ。小学生がですよ。そして「先生はこう書いているけれども、これは

おかしいじゃないか」とか質問する。本当にできる。できるようになるんですね。そ

ういう教育には、それなりの情熱というのか、そういったものが必要。

私の世代は団塊の世代の始まりですけれども、失敗したのは「教える」ということ

に対する、人間的な尊敬の念を失ってしまったこと。ケンブリッジに行ったって、オ

ックスフォードに行ったって、優秀な人間は中学校の先生になる。これは、給料は低

いんだけれども「教える」という行為に対する社会的な尊敬の念が、全然日本と違う

から。自分のミッションとして、そういう人になっていく。

スウェーデンの小学校の先生というのは、いつ行っても受け入れてくれて、大体が

女性であるが、一人ひとりがきちんとした哲学を持った哲学者である。「スウェーデ

ンの若き美しき女性教師が…」とか言ったら、ジェンダーに違反すると女性教官に抗

議されて、「どうしてですか」と言ったら、男性だったら「若き美しき」とは言わな

いはずだ、と言う。しかし、みんなから尊敬されているので、全然、そんなことは問

題にならない。団塊の世代がぬかったのは、子どもに対しても、先生をばかにすると

ころを見せてきた部分があった。尊敬していない。そうではなくて、やはり学んでい

くとか、人を育てていくということに対する尊敬の念、それは単に職業ということで

はなく、非常に大切な人間的行為への尊敬の念であった。これを失ったところがある。

我々から始まる団塊の世代の大きな反省点。

委 員： 掛川市（静岡県）の生涯学習まちづくり条例というのは、とても有名。生涯学習と

まちづくりが一緒になっているという、そこは浦安バージョンができないこともない

のではないかと思います。掛川の場合には掛川の事情がいろいろあったようですが。

議 長： そうですね。いろいろなところに展開していって、市民が共同作業をすることによ

って、共同作業が増えていくところがいい。ただ、社会教育となると、何か教養講座

みたいなものになる。あれがちょっとまずいんじゃないかなと。

委 員： 高校で、コミュニティスクールというのを開催している。これは結果として、うま

くいっていない。なぜかと言うと、教育委員会で実施しているコミュニティスクール
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で、人を取り込んで、自分たちの枠組みの中でしかやらせないという、垣根をつくっ

てしまうから。垣根を取り払うためのコミュニティスクールであるはずなのに、そう

ならないという、そういうところが。

委 員： 例えば、市長部局が中心になって、小・中学校にそういう特別授業として、いろん

な分野で第一線にいる人を呼ぶ。そこに何かうまいネーミングをつけて、浦安は小・

中学校の教育に「こういうおもしろいことをやっているよ」ということは、ものすご

くアピールになると思いますけれども、そこには壁があるんでしょうか。ほかのとこ

ろはあまりやっていないし…。

委 員： 法律の壁が厚くて…。

議 長： だけど、例えば、ある授業の１コマ。私はやりましたよ。１コマ１コマやるのは別

に問題ないですよね。

市 長： 全然、問題ないですね。

議 長： できますよね。何回か、さっきおっしゃったような、ある一つの単元の中で何コマ

か授業するというのはオーケーだと思いますが。

市長公室長： おそらく、校長先生とか、担任の先生といった学校側の発意で、こういうことをや

りたいという場合は、すんなり通る。ところが、押しかけのように「こういう人を

どうか」と紹介しても、そう簡単にはいかない。浦安市でも市民大学を各方面の先

生方から指導いただいているんですけれども、そういう中で小・中学校に応援に行

こうとか、ボランティアでコーディネーターになりたいと言っても、なかなかそれ

は…。学校側と相思相愛にならない限り、難しいところがあります。

議 長： 教員の資質の問題でいくと、東大で問題になるのは、教育学部だけで教員を養成し

ているので、結局、子どもたちに対して自然のおもしろさを教えることができないと

いうことがあります。これを緩めてくれというのは変だけれども、理科系でも小学校

の教員免許がとれるようにしてくれ、と思うわけです。しかし事実上、これはとれな

い。そういうと怒られてしまうけれども、教育学部に行くと、理科系が苦手な人が行

っているので、苦手な人の中で相対的に理科も教える先生になる。天文学をやってい

る私の友人は「空の星を見ていれば、誰だって天文学をやりたくなる」と。そういう

「おもしろさ」を、子どものうちから見せておけば十分いけるんだと言う。そこに危

機感を持って、今、一生懸命、小学校時代から入っていこうとしているけれども、教
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育制度がもっと教員の養成制度を、いろいろな学問のおもしろさを、子どもたちのト

レーナビリティ（トレーニングによって伸びる可能性）への働きかけというか、その

おもしろさが子どもたちの身につくような教員にしてもらわないといけない。とにか

く特に重要なのは自然観察とか、そういったおもしろさについて、気づかせること。

教員本人がおもしろくないと思っているのでは、到底、無理なわけです。

委 員： 今、お話があったように、先生に一番必要なのは専門性だと思うんです。楽しく授

業ができるかどうかで、全く違う。私は娘二人がいて、一人は小学校から教科担任制

の学校。だから、理科は理科の先生、算数は算数の先生が教えていた。何年か教える

と大学の教授になるくらいのレベルの人が教えていて、すごくおもしろい。私は日本

史の授業を授業参観で見たことがあるが、この先生に小学校で教わっていたら、きっ

と日本史に行っただろうと思うくらい。ところが、次女は近くの小学校へ行って、い

い先生もたくさんいらしたけれども、教科担任制ではない。そうすると、やはり、教

え方が本当に教科書を読むだけになっていて、勉強する喜びが感じられない。先生自

身が体でオーラを発していないんですね。そういう意味で、小学校時代の先生の専門

性って、すごく大切であると思う。

委 員： こういうことを言っては、差し障りがあるかもしれないが、例えば教員の半分以上

は教育学部以外から採るとか。そんなことをやった方がいいのではないか…。

議 長： 理科系でも教員になりたい人はたくさんいる。それが受けられないというのを、ど

うにかしてほしいですね。教員試験をちょっと変えてくれれば、なりたい人はたくさ

んいる。つまり今の制度で何が桎梏になっているのか。とにかく教育原理くらいはと

ればいいのかな。結局、実習等も含めて、理科系がとりにくいシステムになっている。

経済学部もなかなかとりにくい。これは、どうにかしないと。とにかく教育学部しか、

教員になれないというのは問題。

委 員： しかも、一部私立大学の教育学部だと、その教員採用試験の予備校みたいな感じに

なっていますよね。どうやったら、どこの県の教員になれるかという…

委 員： ハウツーですよね。車の免許を取るみたいな感じで教わっていて。あれでは、だめ

だと思います。

委 員： 私もかねがね思っているんですが、地方教育行政法にしたって、教育委員会法にし

たって、もう60年たって、そろそろ制度を変えるとき。あれは「当分の間」という暫

定措置なんですよ。
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議 長： そうなんですか。

委 員： 当分の間、教育は教育委員会の所管にした。結局「当分の間」が、60年間続いてい

る。これは何で知ったのかと言うと、地方分権のときに「これは“当分の間”で、40

年も続いているじゃないか」と言ったら「いや、うちだけじゃありません」と言われ

て「教育委員会は60年“当分の間”で、教育をやっています」と。

私は、もう新しく法案をつくるぐらいのことをしないと、現状批判だけではもうだ

めだと思う。地方教育行政法はこう変えるとか、そういう政策をきちっと法律で書い

て世の中に出すというぐらいのことをやらないと、変化は無理なのではないかと思う

んです。

市 長： 一つひとつ挙げるのは、また大変なんですけれども、武道が必須になりましたよね。

現場の混乱は大変なものがある。

委 員： 柔道を知らない人が教えることになる。

市 長： 何時間か教わるだけで黒帯取らせて… ですから。現場はほとんど受け身だけじゃ

ないですか。投げて、けがなんかさせたら… と考えだしたら。

議 長： 昔は必須だったのか、やらされましたよね。どうしてかな…、また元へ戻った。

市 長： ゆとり教育、あれで一旦、消えたんです。

議 長： とにかく、教育内容はそういう意味ではおもしろさを教えるような内容になってい

なくて、数Ⅱで微分を教えていないとか、とんでもないことになっている。いや、本

当に困るんですよ。つまり、数Ⅱまででやっておいてもらわないと、例えば、経済学

で微分ができないと、とてもじゃないけど、限界の概念がわからなくなってしまう。

この間から、完全に微分ができない子どもたちが入ってきて…

市 長： 大学で数Ⅱの微分を教えるんですか。

議 長： だから、教えると言っても、大学にいる数学の先生というのは偉い先生で、微分な

んか教えてくれない。もっと先端的なことをやっている。なので、結局、経済学部で

やるしかなくなる。数学科の先生に教えてもらうわけにいかないから。だから、ちょ

っと、そういうのも困ったことだし。

委 員： 大学生の学力の落ち方はひどくて、大体３年生ぐらいまで高校の繰り返しをやらな

いと、ついて来れない。入試だけは通ってくるけれども、あれは予備校のテクニック

ですかね、高校で当然やってくるべきものもできないというのは。10年前に比べたら、

めちゃめちゃに落ちている。
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議 長： それから、私はやはり教育の幅が狭過ぎると思う。狭過ぎるというのはおかしいか

もしれないけれども、子どものうちから幅を狭めてしまうのはどうか。私たちのとき

は、音楽から何から全部やっているわけですよね。あれは何で狭くしてしまうのか。

どんどん狭くするわけですよ。それは、いろんな才能のある子どもたちの芽を摘むだ

けではなくて、私だけの考えかもしれませんが、幅は広い方が、専門的な領域の深さ

は深まっていく。教育のＴ定規の法則と言っているのだけれども、専門性を深めよう

とすると、幅を広げないと深まらない。間口を広げるのは、つまり、深さを深めると

だめだと。

それから、東大でも双子の子どもたちでしかデータを取らないが、狭く教える、広

く教えるの比較。私も友人に聞いただけなので、いい加減な数字かもしれないが、広

くやった方が、深まるというかできるようになる。その科目、例えば、英・数・国・

理・社を学ぶ子どもの、英語の時間というのは相対的に少なくなるはずですよね。

英・国しかやらないとか、英・国・社しかやらないということをやれば、双子ですか

ら素因は同じだという観点に立てば、科目を絞った方が英語に対する時間多く割ける

はず、できるはずなのだけれども、結果はそうではない。つまり、学問というのには

相乗効果があって、いろいろなことについて学ぶことの方が効果的なのではないかと。

教育学部の友人から聞いただけの例証にしか過ぎないが、そういう側面というのは、

非常に強くあるのではないかと思う。

今、教科の中でも例えば美術とか音楽、そういうことを軽く見てしまう傾向がある。

私たちときは、全部同じ点数でしたからね。高校入試のとき、全部。英、数、国、美、

職業家庭の全部100点満点で、全部試験ですから、全部やらなくちゃいけない。でも、

あれは結局、例えば、いろんな絵を見て、これは何の絵だと答えなくちゃいけないか

ら、絵を見るときの出会いからいろいろなことを学んだり、関心がやはり違ってくる。

ガモフ全集ってご存じですか。私たちの世代は知っているんですよ。ガモフという自

然科学者（George Gamow／オデッサ(現ウクライナ)出身のアメリカの物理学者）が書

いた本を、小学校のうちから、ああこれかと。電子の話、原子の話とか、全部わかる

わけですよ。すると、科学とか化学に興味を持つ。そしてそれは、社会科学と矛盾し

ない。そういう意味で、教育の幅は広く取るべきではないかと。

例えば、私のような人間が会社に行って、例えば石油の値上がりの査定をしろとい

う部署に回されたとしますね。そうしたら、亀の甲（構造式）というか、エチレンプ
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ロピレン、そういうのをわかっていないと、査定でごまかされてしまう。これはここ

にＣｌ（塩素）が入っているだけじゃないの、エチレン基にこうやっているだけじゃ

ないかとか、それがわからないと、ごまかされちゃうんですよね。今の世の中、今こ

の時点の社会で必要な能力を、子どもたちに身につけさせようとしても、遅い。もっ

と広く対応できる能力、これをやっていかないと。10年経ったら変化して、今度は違

った能力が必要になる。必ずそこに時間差があるはずなので、私はなるべく最初は広

く教えておいて、いろいろなものと出会う機会が多い方がいいと考えているんだけれ

ども。

委 員： 市で私塾みたいなものを設けて、地域のいろいろな方のいろんな知識を学ぶ、小学

生のうちからそんな体験のできる機会をつくる。大人の生涯学習塾みたいなものの子

ども版をつくってあげて、市民大学のように学校とは別枠で、そこに行けば天文学も

全部、いろいろな第一線の先生が小学生に話をしてくれる。わかってもわからなくて

も、そういうのがあったら、すごくおもしろいと思いますね。

議 長： 三鷹市が今、三鷹天文台とタイアップして実施していますね。子どもたちに天文を。

委 員： 福岡でもそれを。何とか塾と言って、子どもたちだけ集めて“何でも学”といった

ものを塾で勉強させているんですね。それがすごくおもしろいと。そういうものを、

浦安市が小学生対象にやったら…

委 員： おもしろいですよね。

委 員： 私はこの前ちょっとおもしろいなと思ったのは、東京都の麻薬取り締まりの条例を

見ていたんですけれども、やはり亀の甲が出てくる。これを知っているか知らないか

で、この見分けを知っているとすごく得というか、ここにＣｌがさっき言ったように

入るか、もう一つ亀の甲がつくと危ないというのが一目瞭然にわかる。ちょっとした

化学の知識が、実生活に役に立つということを伝えていくことができたらいい。

委 員： 子どもを子どもと思って講義しなくていいんですよね。議長が小学生に講義されて、

先生の本を読んで、議論するような。昔の子どもたちは「師曰く」なんて、孔子、老

子をやっていたんですから。

議 長： いろんな機会があって、その中から好きな子はどんどん深めていく。一時期から完

全にいなくなりましたね、私たちのときにいた昆虫博士とか。なぜだか知らないけれ

ども、昆虫のことだけは知っているという子。こういう状況は、ちょっとまずいと思

う。一つだけ、例えば昆虫だけやって、自分は昆虫に興味を持って、これ以上深めよ
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うと思うと、どうしても英語をやらないとだめだったりするので、結局やっていくこ

とになる。別に心配いらない。興味を持ってどんどん突き進んでいく、そういうマニ

アックな子どもがいなくなってしまった…

委 員： そうですね、今、議長がおっしゃった英語。本当に幼稚園レベルから何か話す、コ

ミュニケーションをとるだけでいいので、そこで何かそんな難しいものではないんだ

という意識を持てば、後はスッと入っていける。私なんかそれで失敗というか、何も

なかったので、その後、苦労し、今も全然だめですけれども。英語はこれから先も絶

対に必要であるし、働く場合も、国の仕事をする場合でも、地方の仕事をする公務員

の方でも、企業の人でも、もう必須。できないと生きていけないくらい、これからま

すますそうなっていくと思う。その礎というか、ベースですよね。もう怖くないとい

うのでしょうか、そういうものを、これから子育て及び支援の中でいろんな施策を実

行する中で入れてほしいと思います。

委 員： 千葉大学は後期試験というか、２次募集のところを法学科だけは英語一科目でやっ

ている。前期は外国語だ、なんだといろいろやらせるんですけれども、後期は英語一

本だけで、それを英語で読んで、サマライズして日本語にちゃんとできるかという内

容。この後期で入ってきた学生の方が、実は伸びる率が高い。やはり英語を読んで、

それを日本語でかいつまんで、きちんとまとめる能力。

委 員： 浦安に子育て世代を呼び込むんだったら、やはり、今、話題となった市で塾をつく

る。それはもう、お母さんたちは殺到するはずです。おかしな早期教育はするべきで

はないけれども、第一線の昆虫学者が話してくれるとか、天文学者が来て小学生の子

どもに、あるいはネイティブの人が英語で一時間ずっと国際情勢を語る。それだけで、

わからなくていいんです。そういう寺子屋を定期的にやる、学年はもう取り払って、

小学校１年のみなさんも一緒でいいとかとやったら、親は殺到するはずです。

委 員： いいですよね。本当、日本初というか。

市長公室長： 今、市ではこれからのリーダーを養成しようと、中学生に向けた「うらやす立志

塾」が始まっていて、さらに今、若手の職員から「子ども大学」が発案されている。

市内の大学とタイアップして、大学にわざわざ子どもを連れて行き、大学の先生に

専門性の高い授業をしてもらうというのを、企画しているんですけれども、それが

もっと本格化したような感じですね。

議 長： 「教育再生の条件」にも書いたんですけれども、小学校で７割の子どもが勉強嫌い
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になっている。無理してやらされて、そういう人たちが高校に入ってというか、自我

が確立してくると、学びから逃走してしまう。耐え続けて我慢した人間だけが、やり

続ける。学ぶということはおもしろいことで、自分自身が昨日の自分と違っていくと

いう喜びなのに、いつの間にか、我慢してするものになってしまった。佐藤学さん

（学習院大学教授）によれば「勉強」という言葉が悪いと。勉強というのは無理をす

るという意味。「これは値段もうちょっと150円にまからないの？」「じゃ、勉強し

ときますわ」と。これ、無理をすることですね。無理をするというふうに勉強をやっ

ちゃったのがそもそも間違い。日本は、勉強が嫌いだという割合が一番高い。それか

ら、勉強時間も少ない。今、ものすごく少なくなっています。塾の時間を合わせても

勉強してない。これは、どうにかしないといけない。おもしろいことであると、わか

るようにしないと。

市 長： 今、議長の話を聞いていて、汐見先生のデータを思い出した。幼稚園、保育園で体

育の一斉指導をするのと、好きなことをさせるのとでは、全然運動量が違うという。

一斉指導をすると、きれいだけれども、やはり待ち時間の方が多い。順番ですから。

そうではなくて、勝手にバタバタ動いている方が、運動量も筋肉量も増えるというこ

とであった。同じことなんですね。

議 長： 先ほどの「若者が臆病」という話をちょっと歪曲してしまうかもしれないが、子ど

もたちと一緒に山に行っても、木に登らない。冷やかに観察している。昔は木から木

へ飛び移ったり。そのくらい、みんなやりましたよね。でも今は、全然木に登らない。

普通はどんどん登ると思うんです。全然、冒険しない。ちょっと問題あるのではない

かと感じる。前にも言いましたけれども、いたずら書きはしないし。何でいたずら書

きをしないのか、よくわからないです。

委 員： そうですね。すごく前の話になりますけれども、議長が言われた原子核と電子、何

でこんなかと。ああいうことは、本当おもしろいなと思うけれども、今の教科書、甥

っ子のを見ると、本当つまらなく書いてある。これが当然だ、みたいな。この間はど

うなっているんだとか、実は雲なんだとか、そういうことを全然書いてない。覚えて

いればいいみたいな感じで、詰め込んで、あとテストみたいなものになっている。だ

めですよね。そういう形じゃない。何か私塾みたいなものを本当に。

議 長： とにかく歴史の時間でもなんでも「ひとよひとよにひとみごろ」的な暗記でやって

いたんでは、おもしろくも何ともないですからね。
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市 長： 確かに。でも、いろいろいいヒントを、お聞きして。浦安なら、まだまだいろいろ

できるかな、チャレンジできるのかなと、思いました。

委 員： いい人を呼べると、おもしろいですね。実は新聞界でも、今、活字離れがすごい勢

いで進んでいて、それでセミナーを始めた。そのときに、著名な方をお呼すると、１

回講演は100万円だけれども、活字離れをとめようという趣旨に賛同して十分の一に

してくださいと言うと「いいよ」と言ってやってくれて、本当におもしろい話をして

くれる。そんな人ばかりではなくてもいいけれども、何かおもしろい人を私塾みたい

な形で、本当に小学校なんかで自由に呼べるようになれば、それが浦安の子育て支援

にも役立つだろうなと。もちろん待機児童はゼロにしてほしいと思いますけれども。

委 員： 多分、ここ（子ども・子育て支援新制度リーフレット）に書いてあることは、どの

自治体もやると思うんです。やらなきゃ困るけれども、それを先行事例、先行的なこ

とはやっていただけると。これだけだったら、あまり特色出ないじゃないですか。

市 長： そうですね。金太郎飴みたいになっちゃいますね。

今、ずいぶんいろいろヒントをいただいた。先ほど市長公室長からあったように、

中学生からリーダーを育てようと、各学校から３人選抜してもらって、うらやす立志

塾を開催している。浦安の市立中学校８校、24人の子どもたちと２泊３日で、去年は

石巻で、もう一年以上経っていたんだけれども、津波で流されたまちを歩かせたんで

す。ここで想像力を働かせろと。その後に、今度、避難所に、仮設住宅に。

当初、教育委員会はあそこでボランティアをさせようと考えていた。どのようなボ

ランティアやるの？ と言ったら、がれきをあそこで整理すると言うから、そんなこ

とはやめろと言って。少なくとも、あそこにいる方たちと話し合うような機会をつく

ってくれないかと言った。そんなこと初めてだったんですって。高齢者のみなさんた

ちが、ずいぶん来た。仕事なんか何もないから。そのことも、一切議論したことがな

い。記憶喪失に近い方もいたんですけれども、とにかく子どもたちに「黙っているの

が失礼なんだよ」と、「とにかく何でもいいから質問しなさい」という話をしたら、

本当あちこちにワーワー、グループに分かれて、話が始まった。震災以来、ずっとお

世話をしている方たちが、こんなの初めて見たと。というのは、ボランティアしてい

る人たちも、仮設住宅の中に入れない。みんな拒否されて、入ったことがないと言っ

ていた。それが初めて手をつないで中学生を入れたと。

驚いたのは、そのうちの何人かが佃煮だったかな、これをみんなで食べなさいとも
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らってきた。あちこちで号泣が始まったことにもびっくりした。どちらも、その当時

のことを思い出して。それが何かきっかけで、初めて笑顔が出たとか。やはり子ども

たちの力というのはすごいものだなということも感じたし、やはり子どもたちがあそ

こに立ったことに、ものすごく価値があると感じた。また今年もそれをやるんですけ

れど、今度は気仙沼に行くという話も出ている。とにかく体験させる、想像力をかき

たてる。

議 長： そういうのは制度化されていないんですか。

市 長： 全然、制度化されていません。

議 長： 我々のときは、県で生徒会の役員が集まって合宿させられた上に、飯能から秩父ま

で歩かせられるんですよ。20キロぐらいですけれどもね。

市 長： やっている学校はありますよね。100キロ歩かせるとかね。

議 長： ええ。昔は臨海学校はあるわ、林間学校はあるし、いろんな体験がありましたよね。

自然はあったのにもかかわらず、合宿や何か含めて、山や海に行かされたでしょう。

何かそういう、外に出て、いろいろ体験する機会が少ないですよね。私たちは、職業

教育で、田植えから何から、みんなありましたからね。

市 長： 原っぱがなくなっちゃったというところですね。子どもたちだけの上下の関係とい

うのもなくなった…。

議 長： というか、子どもが放課後にいろいろみんな集まって遊んでいたでしょう。ああい

う光景を見なくなった。あれは問題じゃないかなと思うんですよ。少なくとも、遊び

場をつくるというのはいいのではないかと思うんだけれども。

さいたま市が東口の駅前の開発で何かいいアイデアはないかと言うから、これを全

部原っぱというか、子どもたちがサッカーをやる場所はどうかと言った。サッカーを

見る施設はつくりにつくりまくって。子どものころから浦和はサッカーをして育った

わけですよ。だから駅前を、子どものサッカーをする空き地にしろと。そうしたら、

だめなんだよね。

私が子どもでサッカーしているころは、市の火葬場の煙が立ち込めるところで、縁

起が悪いと言って空き地になっていたんですよ。そこで遊んでいたら、火葬場を移し

た上に、そこに浦和レッズの駒場競技場をつくって、サッカーをやっているわけです

よね。とんでもない、子どもが遊んでいたところをどんどん取り上げて。あの、子ど

もたちが遊ぶ場所、あれをちょっと。何か子どもたちが工夫して遊べる原っぱ。何も
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なくていい。子どもたちは何でも道具にしますから。

市 長： 浦安には第２湾岸道路予定地があって、そこを何千坪か、プレイパークに… とい

う話がある。それも大人がやるのではなくて、子どもたちにつくらせるプレイパーク

が何とかできないかなと。ただ、今ちょっと復旧工事の資材置き場になっちゃってい

るので、頓挫しているんですけれども、そういうのを何とか実現したいですね。

議 長： 何か子どもたちが作業できる、自然科学でも何でもね。

市 長： 大人の指導も一切入れないで。

議 長： そう、入れないで。そういう場所が、何か必要じゃないかなと思いますね。

市 長： 時間が来たようです。本日は、どうもありがとうございました。


