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第３回浦安市賢人会議議事録 
 

 

１．開催日時  平成20年３月28日（金）10時～12時 

２．開催場所  都市センターホテル 604号会議室 

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、 

企画・政策調査室長、企画・政策調査室２名、 

財政課長、国保年金課長 

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（前回の感想等） 

④議事 

(１)これからの自治体運営について 

(２)その他（第２回議事録及び報告書作成について） 

（閉 会） 

 

●開会 

事務局： 定刻となりましたので、ただいまから「第３回浦安市賢

人会議」を開催いたします。開会にあたりまして、市長より

ごあいさつ申し上げます。 

●市長あいさつ 

市 長： おはようございます。浦安市の賢人会議も今日で３回目

ということで、私どもの頭の中にはすっかり定着した感があ

りますけれども、今回は「浦安アピール」という非常に大変
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なテーマでお話させていただくことになりますのでよろし

くお願い申し上げます。 

平成20年度もあと数日で始まりますけれども、私ども基

礎自治体を取り巻く環境というのは決して楽観を許さない。

その中でわが市は26年経ちますけれども、不交付団体、元

気な団体として、今現在も日本で一番高齢化率の低い市でご

ざいますので、さまざまなチャレンジもできるまちだと思っ

ておりますので、大所・高所から先生方委員の皆様にご指

摘・ご指導いただければと思いますのでよろしくお願い申し

上げたいと思います。 

また、この賢人会議が、議会や市外からも色々な波紋を巻

き起こしかけていますので、私どもも大変楽しみにしている

ところでございますのでよろしくお願い申し上げたいと思

います。 

●議長あいさつ 

事務局： 続きまして、議長からごあいさつをお願いします。 

議 長： まずは賢人会議のまとめ役を仰せつかっている者として、

これまでも委員の皆様にご協力いただきました。今後ともよ

ろしくお願いいたします。あと事務方にも大変わがまま言っ

ておりますけれども、ご協力いただき、感謝を申し上げます。

引き続きお願い申し上げます。 

●委員あいさつ 

事務局： ありがとうございました。次に委員の方々に、一言ずつ

簡単にごあいさついただければと思います。 

委 員： ３回目を迎えまして、毎回申し上げることでございます

が、私にとりましては大変楽しみに出席させていただいてい

る会議でございます。色々学ばせていただいております。特
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に今日の話題は不得手な領域でまったくわからないところ

ではありますが、わからないなりに新聞各紙を調べてまいり

ましたら、あまり問題意識がないような状況の中で、この賢

人会議が社会にアピールしていくことは大変重い役割を担

っているのではないかなと思います。今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。 

委 員： 政策法務を私は専門にしておりますけれども、色々な人

が政策法務という言葉を使って、やや乱用気味なので少し整

理をしたいなと色々とネットや本をめくったりしていたん

ですけれども、そういう中から浮かび上がってきたキーワー

ドが、生活世界。これはたぶん大日向先生もご承知のことか

と思いますが、われわれの生活圏とか生活のしかたとかから、

法律の世界とか行政的な制度というものをもういっぺん見

直してみたいという風に思っています。 

この後期高齢者医療制度も、生活世界という観点からみた

ときに、どういう制度なのかということで、少し原点に返っ

てアピールができればいいなという風に思っています。 

委 員： 新聞社に勤めております。最近の福田政権のやっている

ことというのは機能不全の状態といえると思います。日銀総

裁人事もそうですし、道路財源についても自民党のコンセン

サスを得ていないとかですね、本当にこれでいいのかという

ような低迷・停滞していると思います。このようなときに、

下のほうから色々な施策についてアピールしていくという

のは非常に重要なことだなと思っていますので、この賢人会

議に末席ながら参加させていただいて非常に楽しいと思っ

ています。 
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●浦安市アピールについて 

事務局： ありがとうございました。今日の会議ですけれども、お

手元にアピール文ということでご案内しておりますけれど

も、その内容につきましては詰めをこの席でしていただけれ

ばと思っております。ちょうど今日驚いたのですけれども、

このテーマに関する記事が日経新聞に載っていまして、そこ

に書いてあるのですが、お年寄りの一部の方は４月15日に

突如として年金が減っちゃっているという姿になるという

ことも書かれていますし、自治体によっては間に合わなくて

秋から（年金から）引くというところもあると。 

議 長： そこは抜かしていたんですけども、引かれるというのは

４月からでいいわけですね。 

事務局： そうです。そういう意味ではタイムリーなアピールにな

ると思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

それと、今年度最終日ということで最後にお願いがありま

すので、そのとき改めてご説明させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。それではさっそく会議に入りたいと

思います。よろしくお願いします。 

議 長： それでは、今もお話ございましたように、本日は後期高

齢者医療制度に関する浦安アピール案を策定したいと思い

ますので、皆様方に事前に配布を申し上げました案について

ご議論をいただければと思います。事務局と調整した経緯と

私のほうで入れた内容についてコメントをさせていただく

と、法律は三方一両損の改革の後でしたっけ？いつ閣議決定

されているんでしたっけ？法律は2006年ですよね。2002年

に三方一両損やって、その後ぐらいの閣議に出てきてという

ことだろうと思いますけれども、もともと地方自治体のほう
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の市長会、町村会のほうは、これに対しては一本化というの

が観点として全然抜けているじゃないかと言って抵抗の意

を出していました。それを踏まえて、一本化という文言も（ア

ピール文に）入れています。日本の医療保険制度というのは、

とにかく労務管理に結びついているために完全に分立して

いるわけですよね。働いている時代はいいんだけれども、働

かなくなったときに、全部国民健保に流れこんできちゃうの

をどうするかといって、老人保健法をまとめたりしながらど

うにかつじつまあわせをしてきたという経緯ですよね。で、

一本化を要求していって、閣議決定あたりには一元化という

言葉が残っていたのに、一挙に落ちるんですよね。 

委 員： 行政とかまだ分立したままですよね。 

議 長： 分立したままです。その後、都道府県単位にするという

のを閣議決定したりして、方向性が定まらないうちに広域連

合を出してくるわけですよね。それを含めて一本化というの

を入れておいた方がいいのではないかと思って入れてあり

ます。後はお読みいただければ、むしろアピールの中にどう

いう改革かという事実を簡単に述べながらアピールした方

がいいかなと。何がなんだかわからないということも考えら

れるので、簡単に要約したのですが、わかりにくかったり、

適切でなければご意見をいただければと思います。形として

は、この制度を紹介しながら、問題点を指摘していくという

方向で、なるべく簡単に制度の内容も説明しておいたほうが

いいかなということで書いてあります。 

委 員： わからないので教えてほしいのですが、年金の年額が 18

万円以上だと、半額まで徴収することができるんですよね。

でも、上限50万円というのは、そことの関連はどうなって

いるんですか。 
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議 長： 1/2と上限 50万円というのはどういうことなの？1/2ま

ではいいんですよね。その額は50万円までいったら打ち切

りになるの？ 

事務局： 保険料を計算していって、50万円を超えた場合は50万円

で頭打ちです。 

議 長： それはアッパー制限だよね。ミニマム制限じゃないんだ

よね。 

事務局： 保険料ということで、住民税と違っている。 

委 員： 今回のアピールの中で触れられていないのが、健診項目

が減っていますよね。 

事務局： 老人保健法でやっていた基本健診と近いんですけども、

75歳以上の方は努力義務で、やらなくてもいいですよとい

う制度に変わっちゃったんですよ。 

委 員： ということは、有料になるということですか。 

事務局： 今までは国保加入者であれば、市町村がみんなやってい

たんですね。今度は保険者ごとにお金を出してやってくださ

いねということなんです。例えば勤め人の奥さんで今までは

市で健診を受けられたんですけども、今までどおりやりたけ

れば、今度は会社の組合が医師会なりに申し込んで契約しな

さいよと、そうしないとできないことになるんですね。会計

上も市が金を出すのではなくなるんですね。今までは社会保

険に入っている人も、旦那扶養者の会社でやってもいいし、

市でタダでできたんですよね。 

議 長： 健診は何歳以上ですか？ 

事務局： 健診は 40歳から 74歳です。ただ婦人科関係は幅が広が

ったりというのもあるんです。 
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委 員： 後期高齢者に関して言うと、どういう健診項目が減った

かというのはわかるんですか。 

事務局： 今はわかりませんが、それはあります。 

委 員： 少し具体性があったほうがいいかなと思ったんです。 

議 長： 健診は触れる必要ありますか。 

事務局： 74歳以下が現役世代という言い方をしているんですよ。

そこまでは特定健診という形で義務付けされているんです

ね。75歳以上は努力義務でいいですよということなんですね。 

委 員： 努力義務というのは、市でもやりたければやれるという

ことですか。 

事務局： 75歳以上のかたについてはですね、４月からすべて広域

連合が保険者になりまして、広域連合が決めるんですけども、

千葉県の場合は無料で実施すると。ただし、広域連合という

のは財源がないんですね。その費用は、結局高齢者から集め

る保険料で賄うということになっています。 

委 員： 千葉県では検診項目は今のところ減ることはないという

ことですか。 

事務局： 健診項目は市町村でバラバラでしたから、それを統一し

たので、国の言う最低基準だけにしました。 

委 員： 今まで浦安でやっていた項目より減るわけですよね。 

事務局： 減りますね。 

     今まで、基本項目と、必須項目と、選択項目というのが

あったんですね。心臓が悪ければ心電図も取ろうというよう

な横だしができたわけですが、今回はもうこれだけというよ

うになってしまっているので、書いてある項目しかできませ

んということになっちゃうんですね。 
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委 員： 一番病気が現れやすい時期ですよね、75歳以上というの

は。そういうときに健診項目が減ってくるということは間違

いないわけですよね。 

議 長： 健診はメタボ関係でしょ。 

事務局： 今回言っているのは生活習慣病が一番死因になっている

んで、そこを中心にやりましょうということなんです。 

議 長： あれはでも、健診で見つかっても見つからなくても生活

習慣を改めるしかないんですよね。早めに手を打った方が直

せるというのはガンとかですよね。 

事務局： どうやら健診は３つに分かれているようなんですね。74

歳までの方と、75歳以上の方、それから介護保険を使って

いる人はまた別メニューというのがあって、そこはもう少し

詳しくやるみたいです。 

委 員： 担当医制度はどうなっているんですか。75歳以上の担当

医制度導入は健診とは別問題なんですよね。 

事務局： 治療についてはもとからあって、プライマリケアの部分

があるんですけども、今回それはクリティカルパスとかいっ

て地域連携を充実させなさいということになっているんで

すけども、そのことについてはあまり議論されていないんで

すけども、それが本当にできるかというと、実現性が難しい

内容になっているんですね。 

議 長： いずれにしたって今回の改革は医療費を抑制するためな

んだから、事前に担当医制度を導入して、なるべくお金がか

からないようにする目的でしょ。 

議 長： 住民の側からすれば、これだけの医療の負担をしている

んだからこういうサービスがほしいとか言いたいけれども、

複雑すぎるから言えないよね。 
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事務局： 健診の話を入れるとなると年齢で74歳まではこうだけど

75歳以上はこうなっているというのもおかしいのではとい

うぐらいだと思うんですけど。健診の項目まで入っちゃうと

（文章が）複雑になってしまうと思うんですよね。 

議 長： 書くとしたら、市は早期発見早期治療で考えているけれ

ども、国が考えているのは医療費削減という観点だけでしか

考えていないということを言うかですよね。 

委 員： 後期高齢者医療制度の創設に抗議するものであると書い

てあるのですが、実際は保険証の配布を始めて、この制度が

始まってしまうわけですよね。ですから創設でいいのかどう

かというところが。 

議 長： 創設を導入としておけばよいのではないでしょうか。 

委 員： 私が問題だと思っているのは、天引きなんですよね。い

きなり源泉徴収というのは問題じゃないかなと思うんです

よね。 

議 長： これについては若い人が払ってくれないので年寄りから

取っちゃおうという発想ですよね。 

事務局： それと介護保険が同じ制度になっていますから、それも

あるんだと思うんですよね。 

委 員： 本来年金制度はこういうものではなかったですよね。こ

んなことやっていくとしまいには年金から足が遠のいてし

まいますよね。 

議 長： 新しい制度を創設されたらこれからどんどん年金から天

引きされるということになりますよね。 

委 員： 最後の、浦安市は負担増を被る高齢者を救済する政策を

早急に実施すべきという文言についてですが、これはもうす

るわけですよね。 
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市 長： この議会を通りまして、後期高齢者支援臨時給付金とい

う名前で、年額１万円ですけれども。多少不公平感はあり議

論はありますが。 

委 員： それは例えば税かなんかで補足できないですか。将来的

には。今回は時限的にやるとしても。 

市 長： 国のほうは制度を見直しせざるを得ないだろうというこ

とであくまでも２年間としたんですけどね。必然的に政権も

ひっくり返るような内容だと思いますのでね。 

委 員： わかりました。 

委 員： 実施するのであれば入れておいてもいいと思いますけどね。 

議 長： アピール文としてはどうですかね。 

委 員： 誰にアピールするんですか。市ですか、国ですか。 

議 長： もちろん国民にもアピールすることになっているんです

が、市の広報でも発表するんでしょ。 

市 長： もちろんそれはやりますが、どういう媒体でどういう方

にアピールするかはご議論いただければと思います。 

議 長： 市民を中心とする国民全体。つまり浦安市民外の人を主

な対象とするわけでなくて、浦安市民を含む日本ということ

になっていて、浦安市民も重要な対象になっている。 

議 長： 書くとすれば、これは賢人会の文章で、市の文章ではあ

りませんので、そこで浦安市は今回の改革による負担増を被

る高齢者を支援するための政策を早急に実施した。この賢人

会議はこうした浦安市の政策を力強く支持するということ

になる。言葉はもうちょっと考えますが、いずれにしても積

極的にとか全面的にとか何でもいいんだけれど、支持すると

いうことを書かなければアピール文になりませんよね。そう

いうことで直します。 
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委 員： 徴収されるというところに、しかも天引きというのが問題。 

議 長： そうですね。そのとき二つ問題があって、年金と他の社

会保障制度との関係で起きてきているので、日本の社会保障

制度が体系付けられていないからこういうことが起こるん

ですよね。それから所得税の源泉徴収と同じように負担感が

ないんじゃないかという話と二つ込められているかなと思

うんですよね。 

委 員： 天引きというのは強制感が強いですよね。自己決定では

なくて、天引きで否応無しに取られるという強制感が非常に

強いと思うんですよね。 

議 長： 労働の対価という発想とは違うんですよね。これでは政

府が恵んでやってるんだ、だから天引きするんだという発想

ですよね。そうじゃないですよね。社会全体で負担していく

べきものですからね。 

事務局： 確か介護保険はですね、特別徴収といって年金から引い

てもいいよというのとそうでないので選択できるのがあっ

たと思うんですよね。介護保険の特別徴収をしている方たち

からしか、天引きされないということになります。 

議 長： 天引きのところは、ちょっと考えて直します。 

市 長： 年金制度の根幹に関わる問題ですよね。 

委 員： 全体はこのぐらいの議論でいいと思うんですけど、もう

少し続きの議論があってもいいかなと思うんですよね。 

議 長： 監視すると。何か動きありそうなんですか？例えば、五

月雨式にスタートするわけですよね。なんか起こりますか、

政治的に。これ本当につぎはぎだらけの改革をやっているも

んだから、わけわからない制度になっているわけですよね。

抜本的な改革をめざして、その第一歩はここだと打ってない
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から、どっち行くのかわからないので、やりようがないです

よね。明らかに悪くなっていることは間違いなくて。介護保

険の方がもうそろそろだめになると厚生労働省も言ってい

るんだから、また年金との関係で言えば変なことになるわけ

ですよね。 

事務局： 介護保険を始めたときは、満額使わないだろうというのが

前提だったんですよね。満額使ったら途端におかしくなった。 

委 員： 一番困るのがですね、浦安市の窓口に、「なんで俺の年金減

ったんだ」と、こう来たときにですね、その説明ができない

状態にしておきながら苦情は来るという状況なんですよね。

苦情のパターンはおそらく決まっているんでしょうね。年金

が減っている理由を説明してほしいと。担当者は法律で決ま

っているので仕方ありませんと言うしかないでしょうね。 

議 長： 説明するのにもわかりにくいですしね。 

市 長： そうなんです、問題はそこなんです。 

議 長： もともと日本の医療保険制度はどうなっているかという

ところから説明しないとダメでしょうから。 

委 員： 神野先生は、今までの国保会計で一般会計から繰入でや

ってきた自治体が増えている状態は是とすることが前提な

んですか。 

議 長： 国保の議論としては、医療サービスを民間保険ではなく

社会保険としてやっていくというやり方と、それから地方税

でサービスとして提供してしまうという二つのやり方があ

るわけですよね。例えばドイツの場合には保険でやってるん

だけども、その保険の金庫は第８金庫までありますよね。こ

れらの金庫が広域的にやっていこうとするのか。それと、ス

ウェーデンでは道州制を導入しますけれども、広域自治体は
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医療しかやらないし、イタリアも医療保険と医療サービスを

提供するのを一体化させて広域でやらせ、そこに生産活動税

という事業税の外形標準化されたものを入れて改革してい

るわけですよね。だから各国とも医療には悩んでいるんだけ

ども、それなりにヴィジョンを持って一つずつやっているの

に、日本の改革はどっちを向いているのかわからない。リス

クの高い人が多ければ赤になるのは決まっていて、それを救

うために社会保険にしているので、病気になりやすいリスク

の高い人がいるから、全体が破綻しちゃうからこの人たちは

別にしようという発想法でやっていったらもともと社会で

やっている意味がない。つまり、クリームスキーミング減少

というのが起きちゃうわけですよね。僕は是論者なんだけれ

ども、そうじゃない考え方をするのであれば明確なヴィジョ

ンを描くことをしなければいけないんだけれども、そうして

くると、今度は消費税の増税に絡んでくるわけですよ。今の

議論では年金の一部にあてるということになっていますが、

本当にそれでいいのかと。年金なんていうのはどうせ所得比

例で出すんだから、こんなのはむしろ保険料でやるべきで、

ユニバーサルでやっていかなくてはならない医療を消費税

でやっていったほうがいいんじゃないかと思っているんだ

けど、この議論は誰もしていない。だから、地方消費税とか

何かを増やして医療サービスにあてていくということが筋

だと思っています。 

委 員： 千葉県にも町村がありますよね。そちらはどうなってい

るんですか。保険水準は高くなるんですか。今まで国保でぎ

りぎりでやってきて、一般会計から相当繰り出していた自治

体があるわけですよね。そういうところは医療水準は高まる
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んですか。 

事務局： 今度は広域連合という千葉県全体でお金をプールします

から、75歳以上の人は皆それになっちゃいます。 

委 員： ということは浦安市のお金が他の自治体に流れているこ

とも可能性としてはあるわけでしょ。 

議 長： 今のこういう状態になっている原因は、民間と同じリス

クに応じた負担原理を入れちゃったからだと思うんですよ

ね。この原理を入れちゃえば、民間保険と同じことになるの

で、保険会社は、つまり大数の法則でね、保険者は多い方が

いいに決まっているわけですよ。小さな町村単位でリスクを

負担し合っても危ないに決まっているので、大きくした方が

安定するわけですよね。ただ、全部を大きくしているわけで

はなくて、リスクの高いところはとても市町村単位では無理

だという発想方法ですよね。リスクの高い人たちだけの保険

をつくらせるんだけども、それをつくらせる保険者は、大数

の法則からいって市町村みたいな小さなところでやってい

たのでは無理だから広域連合でやらせていくと。この論理で

やっていくと、いずれ前期高齢者が増えて大変になってくれ

ば、前期高齢者も広域連合でやって、最終的に広域連合とい

うか、都道府県単位で全部やらせるつもりなのかというとこ

ろもよくわからない。 

委 員： アピール文については、委員からの意見を踏まえて議長

と事務局で最終調整してほしい。議長に一任しますので。 

議 長： わかりました。 

●発達障がいについて 

市 長： 文部科学省の調査では児童の全体の6.3％が学習面や行動

面で著しい困難な傾向があると言っており、法務省の調査で
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も、少年院・刑務所の中で発達障がいの割合が多いと言って

います。 

市としても真正面から取り組む必要があり、積極的に支援

する。特別支援学級を設け、きめ細かい対応をしていこうと

考えています。 

委 員： この問題はとても深刻です。市長自らが積極的に取り組

むと言ってくださることはよいことだと思います。発達障が

いには２つの問題があります。ひとつは、診断はするが治療

は２・３年後待ちということ。もうひとつは、親は普通学級

に入れたいという気持ちを持っていること。浦安の特別支援

学級は理に適っている。早急な研修体制を整える必要があり

ます。親の不安を考慮して慎重にやってほしい。 

市 長： 普通学級では対応できない部分があります。本当は分け

るべきですが、親が受忍できない。｢ノーマライゼーション｣

がアメリカで違った形になった。統合することではない。 

委 員： 障がいは個性。でこぼこがあって当たり前。 

議 長： スウェーデンでは相当な支援・特別な措置を行う。ノー

マライゼーションという意識は薄く、統一的な指導は元々し

ていない。 

市 長： 親は普通学級に入れたがるので、小学校に入学する段階

でもめることがあります。特殊学級に１日中いるのではなく、

授業ごとに行き来できるようにしたい。昨年、教育長がスウ

ェーデンに行き、影響を受けました。 

委 員： 発達障がいだから犯罪を犯すのではなく、それを放置し

たから犯罪を犯すことになる。発達障がいは個性なんです。 

市 長： 発達障がいとは正しくは発達の道筋の乱れである。障が

いというよりも失調の方が適しているのではないか。 
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委 員： 浦安では発達障がいという言葉を止めてはどうでしょうか。 

●まとめ 

事務局： 今年度の３回にわたる賢人会議に出席いただき、委員の

皆様には感謝申し上げます。そこで、冒頭にも申し上げまし

たが、委員の皆様には「自治体運営のあり方」というテーマ

でＡ４、1,500字程度の寄稿をお願いします。よろしくお願

いいたします。本日はありがとうございました。 


