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第１回浦安市賢人会議議事録 
 

 

１．開催日時  平成 19 年 11 月 30 日（金）午前 10 時～13 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 

事務局   市長公室長、市長公室次長、企画政策課長、 

岩波室長、高柳、横山 

４．会議の概要 

（開 会） 

①市長あいさつ 

②議長あいさつ 

③委員自己紹介 

・設置要綱に基づき、市長の指名により神野委員が議長に就任した。 

④事務局紹介 

⑤会議の進め方について 

(１)設置趣旨：市長のアドバイザリーボード（助言機関）として、大

局的な視点から自治体経営のあり方について、助言を

いただくため、有識者で構成する賢人会議を設置する。 

(２)進め方 ：会議体として、合意形成を諮る（諮問⇒答申）ことは

行わない。各委員から自由に出される複数の方向性の

意見を議事録及び意見集としてまとめていく。 

⑥副議長選出：議長の指名により鈴木委員が副議長に選出された。 

⑦議事 

(１)これからの自治体運営について 

(２)その他 
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（閉 会） 

５．会議経過 

委員： 委員の協力を得ながら、市長のご要望に応えられるような会に

していきたいと思っております。さらに、競合する仮説を議論す

る時には、必要なのは「対話」だと考えております。ここでの対

話が、より一層の浦安のビジョンや目標を充実させることに役立

てばと思っております。 

委員： 浦安市にはもう十数年前から本当にお世話になっておりまして、

エンゼルヘルパーというのを日本で最初に立ち上げられたのが浦

安市です。 

    今、子育て家族支援者の養成講座で色々とお力添えいただいて

いるのですが、色々な自治体でこの企画はスタートさせていまし

て、他にも関わらせていただいているのですが、ただ、本当に浦

安市というのはすごいなと思うのは、子育て家族支援養成講座に

全市をあげて取り組んでいて、特に市長は開会式や認定式に毎回

出席されて、市民の方々が浦安市で学んでいることをこんなに嬉

しいことはないというようなレポートをよく出していただきます。

私は子育て支援とか次世代育成のことしかまったくわからないで

すが、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員： 私は浦安市の政策法務顧問というのをやっておりますが、政策

法務の顧問というのは何をやるかというと、自治体が抱えている

法律問題を分権の視点からアドバイスをするということです。最

近の法律というのは大改正が目白押しでして、司法制度改革のと

きに 36 本の新しい法律ができあがりました。その後、行政関係で

は、行政手続法ですとか、行政事件訴訟法とか、非常に大きな根

幹に関わるような法改正、地方自治法の大改正も行われました。

こういういわば法制の大改革というのはずっと続いておりまして、

それに取り残された法律というのはかなりたくさんある。全体的

にみますと、霞ヶ関がつくった法律が非常に劣化している。時代

に合わないものであるとか、サービスを受ける側から見たらおか
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しな法律がいっぱいあるわけです。 

    自治体独自の政策に基づいて、条例や計画を作成し、全庁的な

形にそれを進めていきたいというのが私の願いです。 

委員： 私は浦安市民ということで、浦安というところで、浦安モデル、

そんなものができ、全国に紹介されて、ひとつの国の役になると

いうことができたらすごくいいのではないかと、浦安を愛する市

民として思っています。市民の立場から色々言っていきたいと思

います。よろしくお願いしたいと思います。 

委員： 今年度のテーマにつきましては、先ほどご説明がありましたよ

うに、これからの自治体運営についてということになっています。

ただ、このご趣旨は、先ほど市長からお話がございましたけれど

も、様々な政策を打つときに、その政策の部分だけ見ずに、いつ

も全体を見ながら、全体とつき合わせてというご趣旨だと思いま

す。それでさし当たって、私たちはなるべく、様々な立場の方が

いらっしゃいますから、全体像を見失わないように、この会議を

進めたいと思いますけれども、まずは、問題をしぼるというか、

手がかりと致しまして、今年の１月に市長がスウェーデンに視察

に行かれました。その時のご報告方々、お願い致します。 

市長：（浦安市の紹介及びスウェーデン視察の報告） 

委員： それでは、皆さん方から少しご意見やご感想などを。 

委員： 地方分権というものが、90 年代後半から出てくる訳ですね。戦

後レジウムがこういう形で崩壊したあとに、分権の話が出てくる

というのは、象徴的なことなのではないだろうか。国というもの

に対して、国レベルで、保守革新のレジウムがあった訳ですから、

それに対して、地方政府、地方分権改革推進委員会の地方政府と

いう言葉を初めて使うということになりましたけれども、改めて、

地方分権や地方政府というのは一体何かということが問われてく

るのだろうと思います。そういう中で、新しい自治体像として、

北欧型のＮＰＭをコアにされるようなそういうものが出てくるか

どうか、非常におもしろい発想だろうと思います。 
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    地方自治、地域自治にとっては、自治体の職員像というものを

考えなければいけないのではないかと、これはスウェーデン、北

欧あたりは一体どうしているのかというのが、私の非常に関心の

あるところなんですけれども、国内においても人材育成というも

のを考えていった時に、そろそろどうも従来のやり方では違うの

ではないかということで、この前も市町村アカデミーで研究会が

発足しましてですね、私もそれに関わっているのですけれども、

職員像、公務員像というものを考えなければいけないという時期

に来ているんだなと思います。 

    今後自治体の方向性というのは、諸外国の自治体あるいは、も

う少し言葉を変えて言いますと、自治体による国際活動みたいな

ものを考えていかなければいけない、そこから色々学び取るもの

がたくさんあるのではないか。今までは自治体による国際活動と

いうのが、国際活動は国の仕事だという、そういう前提がありま

したけれども、もうそろそろ、浦安などは全体的に自治体による

国際活動を展開する時期ではないだろうか。防衛問題、平和問題

にしても、そういう中で都市が果たす役割というものが非常に大

きいということでありまして、国際的な都市連合とかですね、そ

ういうものを考えていくと、諸外国、諸国の自治体との色々な協

定とか条約とか結んでいくか、先進的な外国の大学とか研究施設

を誘致するとか、あるいはサミットをやるとか。そういうような

形で、幕末期に色々先人が苦労したようなものを、もうちょっと

自治体レベルで考えることはできないだろうかと、今思っている

次第であります。 

    また、今のままでは、地方議会というのは本当にいらない形に

なってしまいますので、さらに抜本的な議会の改革が必要ではな

いか。これは色々な所で議論されて、議会基本条例とか作られて

いるところもありますと思いますけれども、例えば議会の委員会

に市民を出席させて、発言の機会を与えるとかですね、これはひ

ょっとしたら市長サイドの話ではないということなのかもしれま
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せんですけれども、浦安全体を考えますと、議会の改革には何ら

かの形で考えていかなければいけないのではないかと思っていま

す。 

委員： 障害者とか、高齢者とか、母子家庭とか生活保護。国はそこの

ハードルを高くしている。それに対して、地方としてどう考える

のか、それで本当にいいのかということを、問題提起というか、

実際に施策に出していくということも、重要なことではないかと

いうふうに思いますし、そういうことをすると、日本全国から、「や

っぱりそうだろう」と言ってくれる人がたくさんいるんではない

かと、個人的に考えております。 

    助けを必要とする人にこそ、資源を配分するというのは自治体

とか国の責務だと思うんですが、財政面ということを考えて、つ

まり金を出せばいいのかという、そういうものでもないんですね。

かつ、今浦安は、財政力指数では、全国３番目と非常にいいんで

すけれども、これは未来永劫続くことではない。ではどうしてい

ったらいいかということですが、そこで、ＮＰＯに期待を持って

いるんです。浦安というのは、東京に近くて、そういう担い手の

人材も相当いるのではないかと思いますので、そのあたりの活用

とか、市としての支援、そういうことを考えて、まとめてみると

全国からも注目を浴びるのではないかと思います。 

委員： 私のほうは、市長がお出しになっていた問題に即しながら、全

体像とかビジョンではなくて、少し細かな話から入りたいと思い

ます。先ほどからの高齢者医療問題とか障害者自立支援法などに

伴う日本の問題点のようなものを指摘して、それが今後の議論の

材料になればと思います。 

まず、スウェーデンでは、「社会サービス」これは大変広い概念で、

医療、教育、子供達のケア、年寄りのケア等含んだ、日本で言って

いるところの対人社会サービスよりちょっと広い概念ですが、この

ことを「オムソーリー」と言います。 

「オムソーリー」という意味は、「悲しみの分かち合い」という意
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味なんです。しいて解釈すれば、優しさ、誰かのことを気遣って、

優しさや悲しみを分かち合うこと、という意味だと思う。もともと、

ケアという意味も、誰かのことを気遣うと言う意味である。スウェ

ーデンでは、悲しみを分かち合うために租税を共同で負担しあって

いる。この負担し合うということは、そのサービスを受ける人、つ

まり悲しみに苦しんでいる人々の権利ということではない。これは、

自分が悲しみに苦しんでいる人と悲しみを分かち合うことによって、

自分が必要な存在であることを認識できる。この認識できるという

ことが、人間がそもそも生きているという証しであり、生きがいで

あり、そして、それは権利だというのが、彼らの主張なんです。「悲

しみの分かち合い」のために、共同負担をするのだけれども、それ

は、負担ということよりも、自分たちの生きる幸福感を得るための

権利であるという発想方法を含んでいる。 

それに対して、日本では福祉をなるたけ保険でやろうとする。税

の場合には、貧しくて税を払えないことがあったとしても、全部ソ

ーシャルエクスクルージョン（exclusion 排除）されることなく、

インクルージョン（inclusion 包含）されるということになる。と

ころが、社会保障負担でやるとですね、それは、負担をしていない

限り、もらえない。これは、市場の原理なんですね。対価原則とい

っていますが。そのための費用を負担しないと、利益を得ることが

出来ない。 

この原理を入れていくと、社会保険というのは、負担していない

と給付はもらえないという原則にするのですが、ただ、社会保障は

保険ではないので、給付というのは、義務づけるんだけども、１対

１で対応しない。税でやったときは、負担していなくてももらえる。

社会保障の場合は、負担していないともらえない。しかし、負担を

強制させることによって、誰でもがもらえるようにするというのが

社会保険なんです。 

これに対して、私的な保険は、これは、１対１で対応しているか

というと、対応していません。保険料を支払った人は、自分とその
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もらう給付とが合っているかというと、合っていない。これは、等

価原則といって、市場にのっけて自分のために負担するんですよと

いう原理にもっていくためには、リスクに応じて負担させる。保険

計算をやって、リスクに応じて負担させることによって、市場にの

っけて行く。 

日本は、社会保障負担だけでなく、民間の保険原理をもってくる。

つまり、介護保険でいうと、何故、40 歳以上の人々が負担せざるを

得ないのかという論理は、つきつめていえば、40 歳以上の人のほう

がリスクが高いという説明しかなくなる。高齢者医療保険なども、

本来は、リスクプールのはずなのに、リスクが高い人々は別計算と

いうことにやっていかないと収支が合わなくなる。 

日本人が福祉を保険でやりたがる最大の原因は、スウェーデンだ

けでなくヨーロッパの人々が「福祉」を「悲しみの分かち合い」だ

と理解しているのに、日本の場合には、「福祉」は、「自分のために

もらうものだ」と考えているところにある。これについては、アメ

リカでもそんなこと考えていません。エデュケーシュナルタックス

（教育税）を払うのは、自分の子どものためや、子どもを持ってい

る人々のために払うのではなくて、教育というのはすべての社会の

責任だからという考え方です。 

給付を受けるのであれば負担してください。負担しないで給付を

受けるのはおかしいじゃないですかという福祉の論理で全体像が構

成されると、人生前半の福祉がなくなる。負担できないんですから、

赤ちゃんが負担できますか。本人が稼いでいないのだから、そうす

ると、累積的な負担が可能なサービスが多くなってくるので、高齢

者の福祉などは、あまり充実していないかもしれないが、出来上が

っていく。負担をすることによって、給付が受けられるということ

にするわけです。この論理でいくと、基本的に市場原理ですから、

需要と供給からバランスしたところで決まっていく。どういう高齢

者福祉が必要ですかといっても、デマンドで決まる。ニーズではな

く、購買力を持ったデマンドで決まってしまう。従って、医療サー
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ビスを受ける経済力のない人は排除していけばいい話になってしま

う。 

だだ、それではあまりにもひどいでしょうと言うと、価格水準を

供給価格より引き下げる。引き下げれば当然需要超過になり供給は

当然少なくなる。介護保険で言えば、供給価格のほうを介護報酬で

抑えれば、当然、供給するところは減少する。医療なども最近そう

なっているわけですね。それに対して、需要価格は下がるから当然

需要のほうは増加する、そうすると需要価格と供給価格が合わなく

なると、そこのところを埋めるのが、結局自分の利用者負担だし、

社会保障負担で、あともう一つ税というものを入れて、３つでやる

というデザインになってしまう。 

そうすると、需要をバランスし、かつ貧しい人に対しても供給を

少し引き下げようとすれば、租税の割合を多くするということが重

要になってくるわけですけれども、租税は今日本の政府もなにもか

も大変だから出せない。では、保険料負担でいくとなったとき、こ

の保険料負担が一面で、民間の市場原理を入れていますから、65 歳

以上の人の保険料の水準を上げなくてはいけなくなる。年金という

金を与えておいて、その金で市場原理ないし疑似市場原理でサービ

ス買いなさいというのが日本の福祉のあり方です。みんな年金から

源泉徴収されてしまう。また、これに後期高齢者の負担も入ってく

る。そうすると膨大なものになっていきます。 

本来サービスが受けられるにもかかわらず、受けられない人々に

対して、保険料の料率を上げられるかというと、多分上げられない。

そうすると、今度は３割自己負担、自己負担というと聞こえがいい

が、結局は市場原理で払ってくださいということです。市役所のほ

うで、今まで、生活保護の対象者は自己負担は肩代わりしますよと

言ってきていたのが、３割というと大変です。 

では、貧しい人々はどうするんですかということになってくると、

市長がおっしゃっているように、そこのところには、何らかの方法

で、市場原理を修正してあげる必要がでてくる。 
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市長： うちは、昨年、介護保険の見直しで、全国でうちだけだと思う

んですが、一般財源を投入している。 

委員： だから、結局、面と向かって、市民とやっているところでは、

市民の生活全体に責任をもっているので、国のほうで制度を変え

る度ごとに、市の財政は逼迫してくるよ、ということになってし

まう。これは、今、全体のメカニズムを疑似市場原理みたいな状

況をどっちにもっていくのかということに関わっている。政府は、

基本的に、疑似市場原理になってごちゃごちゃになっているとこ

ろを、なるべく、市場原理を入れることによって切っちゃおうと

する。需要を切る、あるいは、供給制限をするとかして統制して

いくような方法でクリアーする方向にいくのか。スウェーデンの

ように市場原理を外して「分かち合い」のほうにいくといって一

歩を踏み出すのか。市場原理のほうに徹底させていく方に一歩を

踏み出すのか分からないままごちゃごちゃやっている状況が現在

だと考えられる。 

委員： 保育の問題にもあてはまるのかどうか。 

委員： 保育も基本的には同じで、子ども達のケアというものは、スウ

ェーデンの場合には、女性が社会的に進出するということをバッ

クにしながら、社会的に、社会が子どもを育てるというのが前提

ですから、生まれると、皆バウチャーが配られて、それを持って

行くと、公立や民間の様々な教育理念を持った保育園にタダで入

ることができる。社会保障法の第１条に、「社会給付はその給付を

受ける立場の人の立場に沿って給付されなければならない。」とあ

る。ＮＰＯがやろうと誰がやろうと、財政面の負担は全部地方自

治体が負うと、１割だけ自己負担額があるのですが、この自己負

担額は、所得比例の負担額ですから、貧しい人はゼロ。ただし、

サービス提供は地方自治体が責任を持つけれども、愛情は家族の

責任。コミュニティーの責任だし。ＮＰＯに一番期待しているの

は愛情なんですね。愛情は家族の責任だから、政府はタッチでき

ない。日本人はＮＰＯというと財政が逼迫しているから市民組織
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にお願いしてやるという考えであるが、スウェーデンでの回答は

違う。ＮＰＯとは民主主義のためなんだという。 

市長がお悩みのことでいえば、私たちはどちらの方向で行くかと

いうことを本当は決めたうえで、では、浦安市としては、市場で決

まる疑似市場で決まる問題について、こういう形でやりながら、そ

の方向を浦安市として修正していこうということだと思うんですね。

障害者自立支援法の問題も、後期高齢者医療制度の問題も同じだと

思います。 

日本のおかしいところは、支出の場面は、アメリカを見て、なる

べく小さくして、生きていきましょうといっといて、何で、やにわ

に税の時だけ、ヨーロッパを見るのか、消費税・付加価値税が 20％

ですね、と。やってもいないのに取るときだけはとる。見て頂いて

も、先進国の中で、教育・医療・福祉・防衛等日本が一番低い。た

だ高いのは、経済振興費がずば抜けて高い。 

私は、なるべく身近なところで、浦安はこういうところで、サー

ビスをするから税を上げさせて下さいと市民にお願い出来るような

システムにしたほうがいいのではないかと思います。偉い人が全国

一律にこうするというのではなくて、身近なところでどうするんで

すかと、保育サービスは、家族のサービスがある場合、ない場合で

格差が生じないように、みんなで共同負担でやっていきましょうと

いうことを決められるようにする。 

水平的所得再分配（保育・医療・教育等）と垂直的所得再分配（生

活保護のような形態）で垂直的再分配がもっとも多いのはアメリカ、

次いでイギリスでこれらの国は貧困が多くて格差も大きい（ジニ係

数）。これに対して、スウェーデン・デンマーク・ノルウェイで水平

的再分配をやっている国は格差も少ないし、貧困率も低い。（コルピ

の再分配のパラドックス） 

市長： スウェーデンで驚いたことは、なぜあんなに経済が活性化して

いるかということだ。貯蓄の習慣がないようで、将来に対する不

安がないから、貯蓄して老後を考える必要がない。だから、どん
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どん消費するそれがいい循環になっていく。 

委員： ただ、それでもやっぱり民間の投資資金が足りないので、年金

の負担量の一部を 401K みたいなのを入れているんですよ。そこに

ついてはあなたの好きな投資会社に入れていいですよという、い

わば強制貯蓄ですよ。何でこんなことやるのかというと、結局貯

蓄率がないからです。強制貯蓄させて、そこの部分は民間に回し

ていこうと。それからもう一つ重要な点は、年金や基金を受ける

んですが、労働者から集めたお金で株を買うんですね。ボルボと

か。みんな国産品だからどんどん出資できるんですよ。今で言う

と政府ファンド。だから、自分たちがよくなろうとすると、国産

品を愛用しないとだめなわけです。 

市長： 東京都は乳幼児医療費中学３年までの拡大をしています。うち

は来年あたりに中学 3 年までの通院も含めて同様の動きをしよう

としています。県内では例がみられなく、手続き等が非常に煩雑

で大変なのですが、時代の要請で必要な施策だと考えています。

基本の哲学と理念をきっちり抑えたいなというのが、まさにこの

賢人会議の趣旨なんです。 

委員： それはスウェーデンのパイロット自治体。あの制度もそうなん

ですが、社会科学で政策というのは実験できない。だから市町村

ごとに実験をやらせようと。やってみてうまくいったらその制度

を他のところでもやれるようにしようとする。ビジョンを描いて

おいて、最初の一歩をどこにするかということが重要だなと思い

ます。擬似市場を市場化する動きがどんどん出ているけれども、

市場ではない領域に行政が責任を持つのか、市場であれば民間に

任せておけばいいのだけども、そうはいかない。現状から出発し

なくてはいけないので、現状のここを否定したら、最終的にどう

いうゴールがあるか、一番ベストなどういう方向があるか、山登

りの道はいくつかあるかもしれないけれどそれを探していくこと

が必要だと思います。 
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