
第９回浦安市賢人会議議事要旨 

 

 

１．開催日時  平成22年３月25日（木）15時～16時55分 

２．開催場所  都市センターホテル 607号会議室 

３．出席者   神野議長、鈴木委員、大日向委員、松崎市長 

欠席者   西川委員 

事務局   理事、市長公室長、財政部次長、秘書課長、企画政策課長、 

 企画･政策調査室長、企画･政策調査室１名 

４．会議の概要 

①市長あいさつ 

②議長あいさつ 

③委員あいさつ 

④議事：これからの自治体運営について 

・サンディ・スプリングス市について 

・その他について 

 

 

●市長あいさつ 

市 長：２月にアメリカ合衆国ジョージア州のサンディ・スプリング市とジョ

ーンズ・クリーク市に視察に行った。 

 両市とも市の業務を包括的に委託しており、PPP(Public Private 

Partnership )の究極とも言える。 

 本市在住のサム田渕氏が東洋大学大学院の教授であり、ここから新し

い公民連携｢ＰＰＰ(Public Private Partnership )」を発信している。 

 また、本市の市民が一人兵庫県加西市にＰＰＰ実践のため派遣されて

いることもあり、我々も知っておかなければならないと思った。 

 この視察報告をもとに、いかに本市の福祉自治体を実現していくかにつ

いて、ご指導願いたい。 

 



●議長あいさつ 

議 長：総務省の委員会で基礎自治体のあり方について検討している。そこでは、

日本の二元代表制は極めてあいまいだといわれている。 

一方ではアメリカ型でという考え方があり、もう一方では欧州型でと

いう考え方がある。その中間で議論が揺れ動いている。 

国では、これら基礎自治体のあり方の問題と公会計の議論が同時進行

しているが、分権とかの身近なところで住民が意思決定できる、地域

のことは地域で決めるという社会をつくっていくという理念とどう関

わっているのかが整理されていない。 

基礎自治体からも情報発信していかないと理念なく動いてしまうと危

惧している。 

 

●サンディ・スプリング市について 

市 長：サンディ・スプリング市とジョーンズ・クリーク市を視察した。 

前者の設立にあたっては、タスクフォースで120名のボランティアス

タッフが１年もかけずに新しい市を立ち上げた。 

市に求められる14の業務の内、警察と消防、E911(緊急通報サービス)

だけを自ら行うこととし、地域開発、つまり、インフラ整備とか、ま

ちづくり、また、公園整備、リクリエーション事業なども全て業務委

託している。 

わが国でも、危機管理と福祉、教育、医療については自治体が使命を

果たしていかなくてはならないが、それ以外は民間が行った方が費用

対効果も上がるのではないかと思った。 

民間企業は、市の運営コストより15％から30％安くできるといわれて

いる。公共でやらなくてはならないもの以外については民間委託でコ

スト削減が図れるのではないか。そして、その分を福祉、教育にかけ

られるのではないか。こういったことを今回改めて考えさせられた。 

今後、行政の事務執行の中で、公と民とで棲み分けがあってもいいの

ではないか。 

委 員：現在のＮＰＭの国際的な動向はどうなっているのか。 



議 長：ドイツでは撤退した。フランスでは水道事業や地方金融機構のような

事業は民間企業が行っているが、元々は国営企業で事実上、とても民

間企業とは言えない。これらは国外の事業にも進出しており、日本に

も民営化の圧力をかけている。フランスは国営企業の力がとても強く、

国外の民営化した鉄道や電力事業などを凌駕しているのが現実。日産

が国営企業であるルノーに完全に抑えられている。 

フランスの民間企業は広告収入を糧として無償で公共の事業を請け負

っているという面もある。 

スウェーデンのように公務員がそのまま民間企業に移行するという民

営化もあり、アメリカの民営化とは大きく異なる。 

市 長：ニュージーランドの民営化は行政事務全て。 

議 長：公立病院が民営化し、利益を追求した結果、国外に進出している。地

域医療ではなく経営が指標となってしまっている。 

 それで選挙に負けてしまった。 

現在の気運としては、ヨーロッパのコンサバティブ（保守政党）もニ

ューレイバーということで政権を取っている。日本のように市場化し

ていくという方向ではない。 

ドイツ首相のメルケルは、我々も社会保障を目指すと言い切っている。

その代わり、海外から来ている人には手厚くしない。国民に限定して

社会保障を充実する方向に動くと言っている。 

フランスのサルコジ大統領もアメリカといいながら、内政は社会党に

やらせている。 

市 長：町の生い立ちも含めてアメリカは特殊。市が教育、福祉、医療に全く

関与しない。 

議 長：民営化するといっても秩序維持機能という感じ。社会サービスではな

い。 

理 事：アメリカで、医療改革法案が通ったが、何か変わるのか。 

議 長：日本でいう国民健康保険がなかったので、国民健康保険を始める。 

委 員：地方都市でもやるのではないか。メディケアは州政府がやっている。 

市 長：中産階級以上の増税につながる。 



議 長：連邦政府がメディケアとメディケイトを貧困層に限ってやっていた。

中産階級は税金を払っているだけで、受益者と負担者が分断している。

アメリカはコミュニティがないところに町を作っている。ヨーロッパ

の場合はコミュニティがあって、昔から救貧活動を行っていた。 

市 長：サンディ・スプリングス市は、30年間の悲願で独立した。 

議 長：ヨーロッパの場合は続いてきた歴史がある。教会税を出してお互い助

けあっていた。教会が学校を作れば公立小学校、幼稚園になる。 

それをやっていないところに作った差はある。 

市 長：サム田渕さんが編集・監修をした、「自治体を民間が運営する都市」

という本によると、サンディ・スプリングス市のPPPは21世紀の奇跡

といわれている。10万人の都市が５年前にできたが、行政事務を民間

企業に全面包括委託した。市民満足度は非常に高く、税収の25％は貯

金をしている。市の職員はたった４名の管理職。サンディ・スプリン

グス市の市章には、「誠実」、「効率性」、「迅速な対応」の文字が

入っている。今まで反対の仕打ちを受けていたというところがり、市

を立ち上げて、目的を達成しようと考えた。市の設立の前に何が一番

の関心事かという世論調査を実施したところ、「土地利用規制」が大

差で１位になり、２位は「交通問題」、３位は「公共の安全」であり、

浦安市から見ると、逆転していてもおかしくない順位である。州で政

権交代があったことを機に市を設立しようとしたが、一年弱の大変短

い期間で住民投票、市の設立まで進めなければならなかった。120名

のボランティアスタッフが無償で、プロジェクトチームより機動力の

あるタスクフォースを立ち上げた。私どもが一番関心のある教育、子

育て、福祉、医療は郡の納税で恩恵を受けていることなので、市がや

ることではない、ということが日本の基礎自治体とは違うところ。市

の設立準備委員会が行政サービスの人件費コスト比較をしたところ、

民間企業に包括委託すると、４名の管理職でよい。現在も４名の管理

職しかいない。 

サンディ・スプリングス市が参考にしたのが９年前に設立されたフロ

リダ州ウエストン市である。サンディ・スプリングス市が独立して以



来、同じジョージア州で４つの市が誕生している。既存の市でも広が

っている。 

民営化とPPPの違いは、民営化は当市市民病院のように、官の資産を

売却することで、PPPとは、市の運営とサービスを民間企業に委託す

ること。市の運営コストより15％から30％経費削減できる。 

2004年、州の選挙で100年ぶりの政権交代があり、悲願の自治を果た

した。住民投票で49％の圧倒的な支持を受ける。 

裕福なエリアで、自分たちが払っていた税金が他の地域の貧困層に財

政補助を与えていた。納税に見合うサービスを求め、立ち上がった。 

民間企業の選出は競争入札を実施し、金額だけでなく、企業の信頼性

などに重点をおいて評価した。６年くらいの契約を結びたいが、州法

で複数年度の契約ができないので、毎年市議会による承認を得て契約

している。しかし、毎年市議会による承認が必要である。 

郡の傘下にいたころは、警察官は２名であったが、80人体制になった。

消防も120人体制。E911はジョーンズ・クリーク市と共同運営をして

いる。オペレーターの判断で、警察・消防･E911の同時出動もさせる。 

市長と市議会議員は公選であるが、パート職員である。市長も本業を

持っている。全ては全権委任を受けた市職員であるシティマネージャ

ーが民間職員を束ねる。 

市を立ち上げる前に民間企業が市の道路、歩道、側溝など800kmの写

真を撮影し、現状把握を行い、メンテナンス、補修工事、予算計画な

どのスケジュールを作り上げていた。 

効率性が高い自治体であるが、子育て、福祉、教育が一切関わってい

ない自治体である。 

道路管理、公園の維持で、民の力を借りて経費縮減できればその分、

福祉、教育に力を回せるのではと考える。 

委 員：アメリカに新しい都市を作るのは、不動産の価格を上げるためであ

る。スラム化してくると、不動産の価値が下がり、中産階級が新しい

市を作り、不動産の価値を上げる。 

市が土地利用規制を行うことは大切なことで、州や郡では大きな道路



など、大雑把なところしかやらない。 

PPPやNPMは市場価格と比べて公共的な負担が高いことが前提となっ

ている。競争させて、より安い物を選んでいく。 

ニュージーランドの場合、ニュージーランド航空ではなく大韓航空

がメインになっている。 

また、ニュージーランドでは大学が４つしかないので、同級生の閣

僚同士が決定していることが多く、日本の様に複雑な政治過程ではな

い。その結果、ニュージーランドは批判の方が強くなってしまってい

た。 

委 員：サンディ・スプリングス市には法廷はなく、裁判所の窓口しかない。

州裁判所の窓口は市事務官が行うが、法廷自体はやっていない。 

事務局：条例の違反などは市でやっている。 

委 員：刑事事件はやっていないということ。アメリカで条例違反をした場合、

市は反則金を取るだけ。 

市 長：刑務所は近隣自治体との契約。 

委 員：州は権限を渡すことに抵抗がある。民間会社が設立されたというだけ

の話、ということになる。 

市 長：いいとこ取りして、経費を削減したい。 

委 員：ローカルガバメントを作る一番の権威は、都市計画権限を持つこと。

自分たちの街づくりができる。 

アメリカで市民参加が進んでいるのは、まちづくりといわれている。

不動産価値を上げたいからである。 

市 長：サンディ・スプリングス市の委託を受けているのは、巨大企業である。 

５人で立ち上げた会社で、現在では２万８千人のエンジニアを抱える

巨大企業で、日本には進出していないが、世界展開している。 

委 員：シドニーに１年ほど住んでいたが、セントラルパークの半分はニュー

ジーランドの会社が公園管理維持を行っていた。 

シドニー市では、３千人規模の職員のリストラを行っていた。リスト

ラにあった人は抵抗していたが、辞めさせられた人も他の所で雇って

くれるというプールがあった。 



市 長：PPPの推奨者は、民営化という言葉は使いたくないと言っている。民

営化は首切りを意味するため、競争的契約という言葉を使っていきた

いとのこと。伝統的な市がPPPを導入した場合、リストラが出るであ

ろう。職がなくなったら辞めざるを得ないということを暗示してる一

文があるが、日本ではかなり難しい。 

委 員：例えば、浦安の公園管理部門が中国へ行って仕事をするというイメー

ジが持てるかどうか。 

市 長：より高い給料、昇進機会、創造性を生み出す仕事環境がより良い革新

を生み出している。 

しかし、コスト削減した分、返すというのが日本であるので、逆に、

より高い給料でモチベーションを高めるということには繋がらなくな

る。 

委 員：日本でPPPをきちんとやるには、がんじがらめの指定管理者の枠付け

をはずさないと難しい。 

市 長：モチベーションを高めるための能率給にすることができないのが、民

間と違うところである。年間道路整備や維持管理を１千万円で契約し

て、８百万円で効率よく上げたとすると、日本では契約変更をして２

百万円返すと言うことになる。彼らは２百万円はボーナスとして支給

する。それは税金の使い方として、日本では、受け入れられないので

はないか。 

委 員：保育の制度改革にしても、民営化、特に余剰金の扱いについては一番

抵抗を示しているところである。 

市 長：日本でいう119番通報のE911は隣同士の自治体で一つのオペレーショ

ンセンターを共同運営している。浦安、市川、船橋が共同経営でやっ

てもよいのでは。 

委 員：ヘリコプターが飛ぶようなところだから可能であって、日本では難し

い。 

委 員：どれだけの人を救えたとか、成果が計りやすい。 

委 員：浦安の救急は対応がよい。23区に住んでいるが、病院まで目と鼻の先

だったのに、病院に入るまで45分かかった。救急車が来るまで３分く



らいだったが、病院に着いてから入るまでに時間がかかった。このよ

うにすぐに成果が出る分野の救急車などは、民間が担ってもいいと思

う。 

ミニマム保障でというのは、福祉や教育。 

理 事：日本の救急医療は両方やっているが、欧米では救急は救急だけ専門に

やっている。 

委 員：PPPではないが、長野県下條村では、できるだけ道路整備などの公共

事業は村民の手でやるようにしている。余ったお金は子育てアパート

や医療費無料化に費やしている。 

市 長：サンディ・スプリングス市の文化的背景、歴史的背景が分からない。

スウェーデンと徹底的に違うのは、スウェーデンには連帯感があるこ

と。 

理 事：誠実、効率性、迅速な対応をするというのは、どこでも共通している。

やり方をどうするか。 

委 員：準市場と市場原理の違いは。 

委 員：公共だけでも、マーケットだけでもだめで、中間がよいということな

のでは。 

市 長：日本では財政的に立ち行かなくなってからPPPを採用しようとしてい

る。加西市が頑張ろうとしているが、富裕層が作ったサンディ・スプ

リングス市とは逆の発想。浦安は、有効利用できるかどうか考えてい

る。 

基本的にはスウェーデンの考え方だが、財源を作るというところを参

考にしたい。 

道路整備などは、エンジニアの集団に任せた方がよい。 

委 員：分権が完全な形で進むと、道路整備や公園管理など、県の技術職をど

う扱うかという話がでてくるだろう。民間を入れていく可能性はある。 

市 長：公民館では従来の維持補修を改めて、空調関係の専門員を雇って、全

公民館を点検し、中長期的なスケジュールを作った。技術的な分野で

はエンジニアには到底かなわない。 

委 員：ニセコでは職員が担当制で仕事をしている。 



市 長：サンディ・スプリングス市でも、建築確認は一人で何年にも渡って担

当する。日本はチームで仕事をしているが、向こうは担当制。 

委 員：OB職員に手に職を与えるためにも、専門性は大事。 

委 員：行政はゼネラリストを育てるという日本の考え方とは間逆。 

市 長：スペシャリストを養成すべきなのか、ゼネラリストを養成すべきなの

か、一番悩むところ。 

委 員：自分の仕事はしながらも、自分のやりたい専門について、研修の機会

を与えてもらうというのはどうか。浦安市でも政策法務検定の機会を

与えてくれたところ。 

市 長：チームでやると責任の所在が曖昧になる。 

理 事：アメリカの軍隊も、マルチ人間を育成し陸海空をなくしてしまおうと

いう話があった。 

委 員：「上手
か み て

」という30人弱の会社が「多能効システム」を導入している。

生産ライン、営業、調理もすべてできるようにする。２千万円のロス

が防げた。ワークライフバランスで一昨年、内閣総理大臣賞を受賞し

た。 

NPOの立場でいうと行政はスペシャリストになりすぎず、ネットワー

キングで力を発揮してもらえればよいと思う。NPOの入る余地がなく

なる。 

福祉系、公共事業系、ブロックに分けて多能効を作ったらどうか。 

委 員：法律、政省令が細かくなっているので、浦安型にすることが大変。 

理 事：アメリカの法律ではやってはいけないことが書いてあり、それ以外は

何をやってもよい。日本の法律ではやっていいことが書いてあり、そ

れしかやってはいけない。その結果アメリカではベンチャーが育つ。

日本は逆なので育たない。 

委 員：法文化が違うことは事実。日本の法律は、公権力の概念が曖昧。曖昧

なところは公権力の行使ということにする。アメリカは曖昧なところ

は自由。日本では例えば消防の消火活動などは公権力の行使にあたる

ため、民営化することは考えられない。 

理 事：日本の保育園での預かり時間は８時半から16時半なのか。 



委 員：半世紀前に制定されたものなので、制度疲労を起こしている。８時30

分から16時半までが正規の職員、それ以外は非常勤職員というのはお

かしい仕組み。民間企業が参入できないなど、ハードルを高くしてい

る。 

理 事：国家レベルで制度を変えていかなければならない。 

委 員：トップの自己実現は多様でPPPでよいとか、ある程度交通整理をすれ

ば、PPPも進んでいくのではないかと思う。 

 

●地方自治法について 

市 長：地方自治法は変わるのか。 

委 員：大幅に変わる予定。閣議決定している。市営住宅の入居基準や道路構

造基準。施行期間は３年程ある。 

地方政府基本法が出来る予定。 

市 長：今の地方自治法の上にくるのか。 

委 員：そうである。位置づけとして議論されているのは、憲法と地方自治法

の間に挟むという言い方をしている。憲法附属法典として位置づけを

する。地方政府基本法で何を決めるかということを今やっている。 

地方自治法と地方政府基本法で分かれてくるが地方政府基本法では、

自治の原則を基本的に決めて、何を地方自治法でいくのか、地方政府

基本法でいくのかが問題なところ。 

 

 


