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第10回 浦安市賢人会議議事要旨 

 

 

１．開催日時  平成22年７月９日（金）14時～16時 

２．開催場所  都市センターホテル 708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 

事務局   市長公室長、財務部長、企画政策課長、秘書課長、企画政策課長

補佐、企画政策調査室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 

(３)議事：これからの自治体運営について 

①地域主権改革について 

②保育制度のあり方について 

③その他について 

（閉 会） 

 

●市長あいさつ 

市 長： マニフェストという言葉の信用度がなくなってきており困っているが、

私どもは市政、財政ともに順調な運営をさせていただいている。 

自治体ができることがどこまで拡大できるのか、また、地方自治体が頑

張らなければならないことなどを県内の市長とも話し合っている。地域主

権改革がどういった形で進んでいくのかわからないが、浦安市であればで

きること、すべきことのアドバイスをいただければと思う。 

●議長挨拶 

議 長： 委員の皆様には、お集まりいただき、本当にありがとうございます。 

●委員挨拶 

委 員： この賢人会議も４年目。議長は政権交代後さらにお忙しいと思うが、浦
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安市賢人会議には参加し続けていただきたい。 

委 員： 義務付けの話（地方分権改革推進委員会が第３次勧告で示した事項）を

学会に報告するため、資料収集を行っているところ。法律の使い勝手が非

常に悪いので条例の上書きができるかということが焦点になってくる。 

地方政府基本法は、議院内閣制にするか二元代表制にするかという議論

がある。この議論の行方も気になるところ。 

もう一つは議会改革も注目していきたい。地方政府基本法は、抜本的な

見直しを図ることを明々している。前提としての「義務付け・枠付けの見

直し」と「条例制定権の拡大」については現在のところ評価できないと言

える。 

●地域主権改革について 

市 長： 政権交代後、地域主権改革へのお考えを率直にお話しいただきたい。 

議 長： 私が地域主権に携わっている限りでは、地域主権の位置づけはかなり低

くなっている。当面、地域主権戦略会議の目玉は一括交付金だと思う。「義

務付け・枠付け」の問題というのは前政権の地方分権改革推進委員会にて

議論されたことを行うか行わないかという問題。 

特に福祉分野であるが、「義務付け・枠付けの見直し」を反対する方向に

動いている。福祉に関わることであれば、｢義務付け・枠付けは」ナショ

ナルミニマムであって、地方自治には任せていけないものと言っている。

浦安市など、障害者自立支援法の時のように、自分たちの努力で基準を突

破しようとした自治体の努力は認めないということ。 

日本は本来、国が決定したことを地方に執行させるという仕組み。国が

責任を持ち、ナショナルミニマムで、しっかりやってくれるならよい。福

祉や教育など、地域社会の実情に合わせて提供した方がよいものが、結局

国民、住民にとって不幸な結果となっている。 

地方自治体が自主的に決定できるような方向になるかというのは、危う

いところ。 

本来、私はひも付き補助金の一括交付金化も乗り気ではなかった。地方

自治体に使い道を限定するような特定補助金は可能な限り一般財源であ

る地方税、交付税等に改めるべきだと考えている。 
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民主党のマニフェストではひも付き補助金は廃止、ただし社会保障と義

務教育は除くと書かれている。現在20兆円出している補助金のうち13兆円

程度が社会保障、1.6兆円程度が義務教育、残り3.8～４兆円がその他。そ

れ以外に原発や基地等への補助金があるが、一括交付金にしても意味がな

いような金額。 

ヨーロッパの地方自治体は複式予算になっている。経常予算と資本予算

に分かれている。経常収入があって、経常支出が出て行く。余りを資本予

算の収入に入れ、資本予算で資本的な経費を調達する。資本予算だけで地

方債発行が認められる。経常支出の中を見ると、日本は社会保険を地方自

治体で行っている特殊な国。そのために大きな予算がかかる。高齢者保険、

介護保険、国民健保が１～２兆円、他に現金給付として子ども手当、生活

保護等がある。社会保険、サービス給付、現金給付、と補助金は３つに分

けられる。横軸に社会保障、義務教育、その他があり、縦軸に社会保険、

現金給付、サービス給付という資本的補助金をとると、日本の補助金は、

たすき型にしか出ない。日本はサービス給付が少ない国。義務教育を見る

と、先生の給料などのサービス給付は出しているが、現金給付は少ない。

施設の耐震改修等には給付されているが少額。その他の補助金は資本的な

補助金で、以前、3.8兆円だったものが今年度は3.1兆円となり、そのうち

の約２兆円が国交省社会整備総合交付金というもので、１兆円が農水省の

交付金になっている。国交省や農水省は一括交付金に含まれると主張して

いる。その部分を除かれると一括交付金にするために廃止するひも付き補

助金はなく、自由に使える財源は少ない。 

そこで、社会保障や義務教育について了承された私案の原則は、地域社

会が自己決定できる財源であるべきということ。民主党のマニフェストで

は、地域のことは地域が決めるということが地域主権であり、この地域主

権に基づく第一歩として一括交付金は自主財源としてデザインするもの

と書いてある。正確には一般財源。基本的な考え方は明らかにしておくべ

きだと思うので、私は地域が自己決定できる財源を原則としてデザインさ

れなければならないと言っている。各省庁の枠を超えて、一括交付金はデ

ザインされるべき。 
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現金給付は国が責任を持ち、サービス給付は地方自治体が責任を持つこ

とを明確にするべき。社会保険や現金給付は国からのお金を地方で交付す

るだけ、保育や教育サービスに関しては地方が全責任を持つという原則に

基づいて行うという原案を提出し、反対意見もなかったが、「自己決定で

きる財源」の部分が削除。次に、「各省庁の枠を超えて」が「各省庁の枠

にとらわれず」となった。それから「現金給付は国、サービス給付は地方」

も削除、これは国の施策が確実に実施できるような制度であるべきという

考えからで、財務省が反対した。財務省の主張は「現金給付は国、サービ

ス給付は地方」というような考えはあり得ないということだった。それは

現在進めている子育て基金等も実現が難しくなってしまうということか

らだった。 

現在、国の子ども手当と、企業と地方が負担する児童手当は併存してい

るが、いずれは子ども手当に変えていく考え。子育て基金は昭和19年に厚

労省が戦中の人口施策のために考えたもので、1932年にフランスで考えら

れた独身者税というものが基となっている。地方自治体が子ども手当で給

付するもよし、住民が保育サービスを受けるもよし、保育サービスを提供

するもよしと地方自治体の自由。しかし、基金なのでその分野でしか使用

できないようにしてしまう。私の案では平成23年度から政策分野を問わず

に資本支出一括交付金というもの、つまり公共事業にのみ使用するもので

保育園、学校建設、道路整備等、何でも使用できるといったもの。経常的

な交付金については政策分野別、省庁にとらわれずという考え。 

イギリスなど他国の一括交付金は地方自治体が交付を受ける際に、国と

政策目標の契約を交わす。交通事故の死亡率を引き下げるなどの契約内容。

手段も自治体が考える。つまり政策達成によるチェックが行われている。 

市 長： 数値目標は必要ないのか。 

議 長： ある。 

議 長： 地域主権戦略大綱での目玉は一括交付金だが今後どうなるかわからない。

「義務付け・枠付け」の行政面の改革は、地方財政のフレームワークに関

わるような改革ではない。地方政府基本法も住民自治という問題をより充

実させるような方向に動いてくれると期待していた。 



 5 

これまでと同じように、各省庁はひも付き補助金を概算要求してくるだろ

う。しかし、平成23年度から一括交付金をつくらなくてはならい。これは

後には戻れない。 

妊婦検診について、検診回数よりも出産時の事故率を引き下げることが

重要。高齢者への介護サービスを増やすことで雇用も生まれ、成長もする。  

サービス給付は地方自治体の責任ではないと言われているが、サービス給

付は総合的に行うべきなので自治体に任せた方がよいと考える。 

委 員： 現在、地方政府基本法には基本構想が２案ある。現行どおりの二元代表

制か議院内閣制か。また、シティーマネージャー制もある。地方自治法の

中では、政府形態を決めないで、いくつかの選択肢を出し、住民投票で政

府形態を決めるという案もある。 

市 長： その際のモデルはどこか。 

委 員： 住民投票で決めるとなるとアメリカ、議院内閣制だとイギリスあたりか

と思う。何らかの形で政府形態を２つか３つ用意し住民投票を行い、選ぶ

という形にしたいという意向。地方政府基本法を制定するにあたって、現

憲法は二元代表制といえるので、その関係でどのように変えていくかとい

うことの議論がされている。住民自治のところで監査請求を簡易にするこ

とやリコール制度といった住民投票が行い易い制度を考えている。 

抜本的な改正が言われているのは監査制度。外部監査にしようというこ

とが言われている。財務会計制度については法律の動きもはっきりしてい

ないので整備しようということだが、指定管理者のやり方を財務会計制度

の中でやるのか、今までどおりでいくのか含めて議論しているようだ。 

政権が全体的に地域主権をどう考えているかということだが、まだ首相

のカラーが出ていないというような気がする。仕切り直しの可能性がある

ように思う。 

議 長： マスコミは、６月に閣議決定された地域主権戦略大綱は、焦って決めた

ため、妥協しなくてはならなかったという意見だが、私はスケジュールど

おり決定されたといことが、最後の砦で止められたと思う。 

市 長： 政権の中心人物の方々で地方自治を知っている方はほとんどいないよう

に思う。 
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委 員： 戸籍制度がどうして市町村で扱えないのかといったことがある。戸籍は

住民票と一体になり扱えばよいではないか、なぜ法務省が扱わなければな

らないのかといった根本的な理論も出てきている。 

今回の改革で、浦安市としては「義務付け・枠付け」で修正しなければ

ならないものは８～９本程度だと思う。市営住宅の入居基準のようなもの

が中心。ドラスティックに行うことも可能かとは思う。 

委 員： 議長がおっしゃったように「現金給付は国、サービス給付は地方自治体」

ということを言い切れないことは現場経験から言える。保育制度に関して、

すべてが国立、公立ということは今回の制度改革では一切言っていない。

むしろ多様な主体を参入させなければ待機児童解消等は不可能。現在、保

育制度で考えているのは潜在待機児童を顕在化して、解消しようという視

点なので、従来のような公的な保育園にこだわらず多様な主体が必要。 

議 長： 生産部分の話と供給の主体が地方自治体であるということとは無関係。

サービス給付を地方自治体が責任を持つということは、提供部分で地方自

治体が責任を持つかということ。 

委 員： 多様な主体の参入が認められ、保育の設置基準がミニマム保障であって

ほしいと私は考える。なぜかというと事故率を下げるという手段は地方自

治体に任せていいではないかというお話があったが、その通りだと思う面

と保育に関してアウトプットを測りきれないものがある。 

給食の自園方式を守ってもらうということがある。それは外園式でも栄

養、カロリーが整っていればアウトプットで子どもの身体測定はできる。

外園式でも調理方法もカロリー計算もきちんとされているものを子ども

が食べていれば子どもの成長におけるアウトプットは正解と言える。しか

し、自園方式にこだわる理由は園内に給食室があれば鰹節で出汁を取って

いると出汁の香りが保育室に香って、空腹と味覚が刺激されることで食育

ができるであろうという、そこを育てるのが人間の教育、保育だと考える

からだ。アウトプットで測りきれない部分でもある。 

保育室の「居室面積基準」について、東京等に限り、待機児童解消まで

の一時的措置として、「従うべき基準」から「標準」に下げられたが、私

はこの設置基準も本当は崩してほしくなかった。規制を緩和しても事故を
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起こさないことをアウトプットで測ることはできる。ある認証保育園は狭

いが、非常に衛生的。おもちゃの収納がすべて壁面収納で、おもちゃで遊

ぶ時間と場所が限られている。本来、子どもは散らかっているおもちゃを

取りに行き、友達とぶつかり、けんかするなどして自立、競争を学んでい

く。そういった長年の保育経験の中で3.3㎡と決められたのだとしたら、

保育制度を抜本的に改革していく際にミニマム保障で見えない部分を保

障していくことが一番大切だと思う。それがないために荒れてしまってい

るのが学童クラブだと思う。学童クラブは後発で、親の主体性や地方自治

体に任せたため基準がない。豊かな環境もあるかもしれないが、大半が発

達障害のある子もない子も混在している。そのあたりを考えていくと保育

のアウトプットの測り方は、一律に地方自治体が測りきれないものもある

のではないかと思う。 

議 長： 一律にアウトプットで測るとは言っていない。国はお金を出す限り国が

基準を決めると言っている。ただ、一括交付金となると保育の補助金は出

ていかない。義務付け、枠付けは法律で決める。私が言っているのはお金

を保障するということをどちらが責任を持ちますかということ。 

委 員： 条例とは自主立法ということ。従うべき基準を決め、条例を定めなさい

というやり方なので、本来、矛盾している。国が従う基準を決めてしまっ

たときに自治体はどう受け止めるかというと、国の基準をそのまま従うし

かない。 

市 長： これまでがそうだった。主体性を全く持っていなかった。 

委 員： その基準を取り去ったときに、自治体はよく、「我々を信じろ、下回る

と決めつけるな、基準を上回ることもある」と。見識のある自治体であれ

ば主体性、独自性が発揮できると思うが、下回る危険性を考えている。 

議 長： 一般化すると、いつも国が決めている。お金から言うと保育行政でない

ものも多くあるので、福祉行政が省庁の中で有機的に関連づけられない。

終戦直後からナショナルミニマムという名の下にすべての支出が強制さ

れた。ナショナルミニマムは終戦直後に決められたもの。だが、ナショナ

ルミニマムは生きている。限られている予算では他のところへいってしま

う。 
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委 員： 保育指針や保育所設置基準に関して、守るべきもの、残すものは多いと

思う。ナショナルミニマムを守りたいと考えているのは保育団体、保育現

場の人、保護者。ナショナルミニマムを崩そうとするのは自治体。 

市 長： 先ほど議長がおっしゃった「義務づけ・枠付けの見直し」ついて、反対

される方はそのような意味からか。 

議 長： そう。厚労省も３年間行っているのに説明を行わない。具体的な施策の

中身について、各省庁は説明を行わない。保育については、最低基準は国

が決めると残っている。身近なところで見ている住民は、基準がわからず

にいる。松下圭一先生がナショナルミニマムに縛られることのないシビル

ミニマムという考えを起こし、福祉が支えられた。基本的にはシビルミニ

マムで議論してもらい、それ以外に地域社会でミニマムを行ってもらえば

いいが、国民全体として見たときに、ある地方のやり方はあまりにもひど

いときにはナショナルなレベルで意志決定をすればよい。けれどもこれは

地域社会では少数者が意思決定から排除されてしまう危険性がある。地方

が決め、国に上げ、国の考えとして違反するところは後から行えばいいで

はないかということ。 

委 員： 重大なケースが出てから議論すればいいということでは、取り返しのつ

かないことがある。 

議 長： 他分野でもいろいろな意見がある。日本は指導者が決めるという民主主

義的ではないような理解になっているが、本来は住民が決めるということ

になっている。終戦直後の民主的な改革であるシャープ勧告では、地方自

治体は公共事業を行わないことになっており、保育など、身近なことは地

方自治体に任せるべきとし、時には失敗も犯す。もう一つ重要な点は私財

を増加するよりも増税によって集団消費財を増加した方が豊かになると

いうのが、シャープ勧告の基本的な思想。日本では地方自治が遅れており、

地方にその能力がないという反論が必ず出るが、過度の統制で失敗するよ

りも、過度の自由で失敗したほうが歴史的にはよいと勧告では言っている。

国の意志決定が専門家の討論によって決められ、基準が間違いのない場合、

アカウンタビリティは３つあって、サービスの受益対象者・国民全体・住

民全体、もう一つは専門家、以上の３つに説明責任を課している。 
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保育サービスではないが、政策的にナショナルミニマムという概念が使

用されたのがおそらくベヴァリッジ。ベヴァリッジのミニマムでは一律に

お金を助成するという考え方で、前提は第二次世界大戦中にイギリスの租

税構造が極めて累進的になっている構想を前提としている。年金は税では

ないけれどもベヴァリッジではミニマムな考えでお金を配布するという

発想。 

日本の場合に危険なのは、責任が曖昧になってしまうことを心配してい

る。基金で設定するというのは善し悪しで、他で使用できないから有利だ

ということを福祉関係者に話し、福祉関係者もそのようにとらえるが、逆

に他の分野で使えなくなる。子ども手当であっても、保育サービスの充実

のために使用するかどうかは地方自治体の自由であっていいと思う。 

サービス給付と現金給付を分けて、子ども手当のようなものは国がすべて

出す、サービス給付は可能な地方自治体に助成するためには、国と地方の

税金配分を見直したほうがよいと言っている。 

一括交付金で言うと、投資の補助金は国交省と農水省が持っている補助

金。これを全部使えるようにして学校、保育園、病院等に使えるようにし

ようというのが私の最初のプランだった。 

●保育制度のあり方について 

市 長： 派遣型の病児保育を行っているあるNPO法人が、浦安市にも訪れ、市内

の公立幼稚園、保育園にパンフレットを設置させてほしいと依頼があった

が、断ったところ、まもなくツイッターで「浦安市は病児保育を行わない」

と書き込まれ、私は「浦安市は市内のＮＰＯと連携して行っていきます」

と返した。乳幼児は急変する可能性があるということから慎重になる。ス

ウェーデンでは家族や親が子どもに与えられるのは愛情以外なく、行政に

はできないとしている。 

社会制度、会社体制、行政の体制も含めて、共稼ぎで子どもが発熱した

場合の究極の選択をよく耳にする。スウェーデンなどは親が追い込まれな

い状況がつくられているが、日本においては究極の選択を迫られる状況。

家庭とコミュニティの延長がＮＰＯだという思いから連携を取り始めて

いる。 
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委 員： 私もそのＮＰＯへ病児保育についてヒアリングをした際に担い手をどの

ように養成しているのかを訪ねたところ一切答えてくれなかった。 

市 長： 担い手は資格も何もなく、研修もほとんどしていない人ばかり。 

委 員： 私もNPOで病後児保育を行っているが、預かっているお子さんが発熱な

どの場合には、「どういう点に気をつけて保育をしてください」というよ

うな、医師の診断書を貰ってから預かる。 

病後児保育のニーズに応えることは必要。ただし、実施に当たっては万

全な体制が必要。 

市 長： スウェーデンのようになるには超えなくてはならない山も壁もあるなと

思っている。 

議 長： 身近なところから意思決定しなければ民主主義は機能しないのではない

かと考えている。そのＮＰＯ団体も民主主義ではない。提供責任も地方自

治体が持つということ。判例があり、地方自治体が団体に委託し、問題が

起きたときには損害賠償も供給責任として地方自治体にあるということ

になっている。提供責任と生産する主体とは全く別のものであるというの

が私の理解。 

市 長： 「分かち合いの経済学」から、浦安市におけるヒントがあればお願いし

ます。 

議 長： 浦安市の保育は市民全体の責任ということ。 

市 長： 特殊な人口ピラミッドで生産人口が非常に多い状況。社宅も多いためか

30代、40代が多く、ただ、20代から15歳がこんなに少ないのかが不思議。

人口が伸びているにもかかわらず、新生児が減少している。 


