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第５回浦安市賢人会議議事録 

 

 

１．開催日時  平成20年11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、岩波室長、高柳、横

山、財政課長 

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 

④議事 

(１)これからの自治体運営について 

 ・（仮称）浦安市アニュアルレポートについて 

(２)その他 

（閉 会） 

 

●市長あいさつ 

市 長： ８月に、公募した７名の市民の皆様方とスウェーデンに行って参りまし

た。行けば行くほど様々な刺激を受けております。 

アメリカではサンディ・スプリングス市が行政の仕事を一括委託。人口

９万７千人の市に職員がたった４名しかいなく、民間企業に完全委託をし

ているPPPの典型的な事例が出てきました。こちらの資料は後ほどお示し

したいと思います。 

●議長あいさつ 

議 長： 世界経済も大変なことになってきておりますが、私の考えでは新しい世

界の経済秩序が形成されるのには10年かかるでしょう。1929年の恐慌が起

きてから新しい世界経済秩序を形成するのに失敗した結果、戦争になって
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しまったので、今度はそういうことのないように新しい経済秩序ができれ

ばと思ってます。世界がいろいろ激動していく中で、それぞれの都市がど

のように自立した経済と市民の生活を守るようなシステムをつくってい

くのかということが重要になってきているのではないかと思います。 

●委員あいさつ 

委 員： 一昨日児童福祉法の改正が議会を通りました。都市部の待機児問題もあ

り家庭的保育制度の充実ということを謳っております。それから地域の子

育て支援の充実、人材養成ですね。さらには虐待等を受けた子どもたちの

家庭的擁護の充実という子育て支援においては喫緊課題だったところが

ようやく法案として通していただけたので、これからは具体的な制度設計

に向けて色々な動きがあるかと思います。まさに子育て支援は保育の質と

かそれを支える人の育成という点で地方の治世が問われていくのではな

いかと思っております。 

委 員： 世界経済が大変なことになっていて、その中でも私が感じるのは本当に

わけのわからない金融商品CTOとかCTSとかが、世界中に出回って、それが

世界の国々を毒しているというか、ある意味市場主義の暴走みたいなこと

が起きてしまって、その行き過ぎを是正して、そして景気回復に至るには

少なくとも３年位はかかるのではと思っています。システムの再構築とい

うことになると議長がおっしゃるように10年単位になってくるのかなと

思います。今までマーケット第一主義という感じで日本も世界も動いてい

たんですが、これからはその市場主義の行き過ぎた面の是正と、それに代

わるパブリック的なもの、その辺が重視されるのではないかと思います。 

委 員： 最近の行政のありようを見ていると霞が関の力が非常に衰えているとい

う感じがします。法律問題を扱っていると、法律そのものが悪いというケ

ースでしかも一向に改正されない。あるいは立法すべきものが立法されて

いないという状況があります。とりわけ条例の場合ですと、条例の実行性

を確保する手段というのがほとんどない。全体として法化社会に入ってく

るということが言えるかと思います。本来法化社会というのは望ましくな

いんですけれども、倫理とかそういうものがほとんど欠落している状態の

中ではある程度は割り切らざるを得なくなってきているといところがあ
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ります。一度徹底的に法化社会を経由しないと倫理が生まれてこない。し

かし、そうとばかりは言っていられないので、市民教育と言いうか人間教

育と言うかそういう視点を都市自治体として常に持つべきです。 

 

●浦安市アニュアルレポートの作成について 

市長公室長： 市民向けの新しい形の財政報告書ということで、仮称浦安市アニュ

アルレポートの作成を検討したいと思っております。 

市 長： このアニュアルレポートは、財政報告書・年次報告書みたいなものです。

公会計改革研究会というものが日本経済新聞社の主導のもとで進んでい、

ますが、その中で、市民は連帯保証人・株主であるという認識のもとでい

かにこれをわかりやすくつくるかということが議論されています。今まで

の決算、執行した今年の予算、そして、これらを次年度予算にどう反映す

るのか、また事業のそれぞれの経過報告、監査のご指摘なども、全部網羅

し、いかにわかりやすいアニュアルレポートがつくれるかということが大

きな課題です。中高生の方が見て読んでわかりやすく、市が今何をやって

いて、またこれからどういう方向に行くのかということまでわかりやすく

つくれないだろうかと考えています。是非皆さん方のご意見を伺いたい。 

議 長： スウェーデン、スカンジナビアでは、きれいでわかりやすくできていて、

しかも重要な点はこのアニュアルレポートを作成していく作業の過程が

予算編成過程なんです。だから無駄な作業はない。 

委 員： 市民向けの特に中高生が読んでもわかる財政報告書ということですよね。

私なんかは本当に数字が弱いから、市全体の中でどのくらいの割合なのか

というものがあったらよくわかるなと思います。例えば、市の財政全体を

１万円とした時に、保育園関係が例えば1,030円とか、そういうふうに割

り振りして絵を入れて書いていただくと、「あ、高齢者関係が2,300円なん

だ」と全体の中の割合がわかり、俯瞰できるかなと思います。 

委 員： 市の予算の中には法定自治事務みたいなものが非常に多い。それに伴う

手続きというのはある程度経費として出さざるを得なく、それをどう位置

づけてアニュアルレポートの中に書き込むのか。独自の政策については書

きやすいと思うんですけど、圧倒的な義務的経費をどのようにするか。 
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委 員： 子育てケアプランなどは、浦安の全体予算からするとスーパー銭湯にす

ぎないと、これしかやってこれなかったということになってしまいます。

政策的にはとてもいい政策だと思うんですけど、アニュアルレポートとし

て書く場合この辺がうまく表現できるかなというような気がします。 

委 員： 全体像を見せるのもいいですけど、全体像だと、ちょっと頭がぼんやり

してくる。浦安市の政策の例えば５大課題とかを掲げて、それが全体に占

める割合だとか、全体ではこうなっていますというふうにすると読みやす

いのかなという気がします。 

議 長： 市から市民に対して様々な政策の広報とかは出しているわけですよね。 

僕の価値観で言えば、単なる広報じゃなくて、これをつくる作業そのも

のが、決算作業と予算作業に関わっているというのがポイントだと思うん

です。 

委 員： このアニュアルレポートをつくる過程が決算と予算作成に連動するとい

う意味がもうひとつわからないんですけど。 

議 長： もともとの発想は公会計研究会から来ていて、今までの予算決算という

のは、市の財政を予算で決めてコントロールして、予算どおりにやったか

どうかというのを決算で見るということになっているわけです。そうする

と予算を立て終わり執行すると次の年度になる。決算というのはその次の

年度からやり始めるので３月に決算の工程が一応終わりますが、国の場合

はその後国会に持っていって承認を受けるまでに何年もかかってしまう。 

事務局： 市の場合は、その決算しめた年、少なくともその年度の９月に議会で承

認を受けます。 

議 長： 国の予算より全然早く動いていますね。国の予算だと決算というのがい

つ決められているのかわからない状態なんです。しかし、いずれにせよ決

算をやった時には、その決算の結果が次の予算編成に活かされないんです

ね。タイムラグがあって、次の予算編成に今までやってきたことを踏まえ

て、それを財政的にも分析して、次の予算をどうするかというふうには活

かされていないんです。 

事務局： 地方はその都度、過去の決算状況の伸びと執行状況を見ながら編成しま

す。ただ要求ベースだと基本的にはそんな形で予算編成しています。 
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議 長： その時に今度は別に公会計を入れようと。そして、企業活動と同じよう

な損益計算書にあたるようなものや、貸借対照表をつくって地方自治体も

企業と同じような観点から効率化させる。単に不公平とか不正や腐敗をチ

ェックするだけでなくて、効率性という観点からチェックするにはそうい

うことをやったらどうかというのが、そもそもの公会計の発想なんです。 

ところが財政はちょっと違う。結局効率性という観点から評価しても、

それをすぐさま予算に反映させられなければ意味がないということを先

日提案をしました。スウェーデンのアニュアルレポートは、まず前年の決

算をまとめながら自分たちの政策がどのくらい達成できたのか、他にどん

な方法があって、その方法をとらなかった場合にどういう障害があったの

かをまとめて分析してるわけです。同時に今年度の途中までやっている状

況も入れる。この決算をまとめると、結局今年度の予算はこういうものに

足した方がいいんじゃないかというような作業を半年間ぐらいでやって

いって、それが予算編成に、次の予算の提案に結びついている。 

委 員： 日本でやるのは、浦安が初めてですか？ 

議 長： やろうと思えば。というか予算編成過程を縮めなくてはいけない。ただ

心配しているのは、ご存じのとおり、日本の場合には、国の予算が決まっ

て（交付税が）７月か８月ごろに降りてくることです。 

決算作業がそれぐらいに終えたとしても、今度はその予算編成をする時

に、今年の補助金額は全くわからないし、逆にいろいろな事業が義務付け

られている場合はどうしたらいいのかというのが心配です。 

委 員： すごい画期的なレポートなんですね。 

議 長： 今まではアニュアルレポートなんて出してなくて、決算ができた時に、

決算報告を市民に出すという形でやってきたんです。 

市 長： でもほとんど読む人いないでしょ、市民で。 

委 員： 主婦だったら無理ですよ。 

市 長： 市では、第二期基本計画が今年スタートしたんですが、200名を超す市

民が参加して提言書をつくってくれたんです。ですから、市民に進行管理

もしてもらうためにはこれが大きなツールになるだろうと思ってるんで

す。なおかつマニフェストで約束したことの中間報告を毎年やっていかな
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ければならないと思ってますので、全部連動したものをいかに要領よくつ

くれるかと思ってるんです。 

議 長： 従来の決算では、極端にいえば２年前にこうやりましたというのが出て

くるんですね。市民はそれを見て、次の予算はこのようにしてくれと言っ

ているときには、もう予算は走っているんです。 

委 員： ですからもう、できるところを、さっきおっしゃたように目玉のところ

から入れてくとかですね。 

議 長： 例えば浦安で独自に展開している事業についてのみ展開状況を出す。も

ちろん全体の中に占めるウェイトとかの説明はつきますけど、そういう手

がないわけではないんです。また、そのほうがいい場合もあるんです。例

えば、市民プールをつくります。そのプールの貸借対照表が出てきて、損

益計算書が出てきて、この計画を進めるとどうしても毎年これだけのラン

ニングコストでこれぐらいの赤字がでるということをあらかじめ市民に

言うわけです。そして、これを選択するのであれば、皆さんはこの税収の

中からこの税額を出す気がありますか、ありませんかと問う資料として出

す。それはある程度意義のある貸借対照表になるんですね。今みたいに、

全部貸借対照表で資産を評価しろというのはあまり意味ないわけです。そ

の事業については貸借対照表をつくる意味があったとしてもです。 

 ただ市長がお考えになっているのは、これをつくることによって浦安

市全体の資源配分を効率的にするという意味を込めると、今言った政策

だけじゃなくて、全体を使わなくては意味がないんですよね。 

市 長： だから、目玉は目玉としてもその資源全体像が出てないと見えなくなっ

てしまう。 

市長公室長： 市では市民意識調査というのをやってるんです。例えば、市民要望

でこんな施設をつくって欲しいとか、医療の充実とか、みんなの求めるも

のはわかるんですが、それと予算が必ずしもリンクしていない。こういう

のは目玉となる気がします。もうひとつは、計画策定中に重点プランみた

いなのを議論するのですがそれが目玉となるのかなと思います。 

市 長： 今、行政全体で市民参加が眼を見張る発展をしています。子育てケアに

しても、多くの市民が自ら手を挙げてきて、講座まで参加してくれて。そ
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ういう方々に今の市の状況というのを共有してもらい、一緒に市をつくる

という意識を持ってもらうための最高のツールになるのではないかなと

思っているんです。 

委 員： 浦安市の次世代育成推進協議会で後期行動計画をつくる上で、ニーズ調

査をしています。大きいところはシンクタンクに委ねなくてはならないと

思うんですけれど、本当に細かいところで市民が何を求めてるかっていう

のは、支援者の方にヒアリングしてもらったらどうかと思います。その

方々がこういうところに入っていただけると、本当の血の通ったアニュア

ルレポートになるんじゃないかなと思います。 

それから、千代田区の例なんですが、昨年、行動計画の中の10個くらい

の重点事業を取り上げて市民に全部評価させたんです。どのくらい予算が

かかっていて、到達目標は何パーセントあって、この事業は継続していい

のか、見直さなくてはいけないのか、そういうのも取り入れて、市民目線

が入るとずいぶん違うと思いますね。 

委 員： 市民は、たくさん予算をかけて欲しいと思ってるだけじゃないと思うん

です。これだけの予算でここまで役にたってるんだとか、あるいは、ここ

はこれ以上予算をかけられないんだったら私たちが入ってやりますとい

うような意識を喚起することが大事だと思います。 

 

●PPPの事例（サンディ・スプリングス市） 

市 長： 公民連携トップセミナーで、民間企業に全面委託方式を取ったサンデ

ィ・スプリングス市の話がありました。アメリカは教育と福祉は郡が実施

していて、また、警察、消防は別なんですけれども、市長が１名、シティ

マネージャーを入れた市の職員が４名、議員６名で、最たる効率化である

と感じました。 

議 長： アメリカの場合には、市町村が９万あるわけなんです。日本は世界で見

ても少なすぎるんです。市町村数が今や2,000切るわけで。 

市 長： 23区入れると1,805市区町村と聞いています。 

議 長： アメリカは勝手に自治体の機能をつくれます。一つないし二つの機能し

か持ってない自治体が４万。日本がイメージしているような自治体が２万
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位あるんです。特定の機能をやる自治体をつくるのです。例えば教育なん

かはだいたい教育区という教育しかやらない自治体がやっているんです。

自発的に公共サービスを提供するような組合みたいなものをつくるわけ

です。 

僕の印象としていえば、このような公民連携というのはアメリカ的モデ

ルにしか起きなくて、ヨーロッパでは市民組織と連携というのはあります

ね。ヨーロッパの場合の連携は、例えばごみ処理の工場とかを民営化する

といってもそこで働いている公務員が企業を組織して請け負ってやるん

です。全く無関係のところに請け負わせるっていうことはまずないですね。

僕の調べだと。 

市 長： これなんかは完全な民間企業ですもんね。どうもゼネコンらしいんです。

サンディ・スプリングス市のほかに５市を請け負っています。ですから今

日はサンディ・スプリングス市の作業服を着て、明日は他市の作業服着て

土木仕事するとか効率化を図っているのです。 

委 員： 議長からお話がありましたけど、アメリカのローカル・ガバメントとい

うのは日本とは全然比較の対象にならないということですね。州から認め

られて法人化する。で、辞めたければ辞めてもいい、破産すると外に移っ

てまた新しいまちをつくり、そこをまたローカル・ガバメントするという

ことをやるので、日本みたいにいったん住んだらずっとそこを動かないと

いう前提がないわけですよね。前提がかなり違うなという感じがします。 

市 長： 今逆に行政とはなんぞやとか、公共とは何ぞやとか問いかけられている。

この公民連携は究極ですね。ただ、福祉と教育は郡が担うところは日本と

全然違いますね。 

委 員： 委託可能な事業と言うけれど、よもや保育も民なんて考えてはいないで

しょう。 

市 長： 議長が「日本が進めているニューパブリックマネジメントはアメリカ型

だ」と言われて、うちの方はシフトを変えようとしています。そこで、こ

ういうものをぶつけられたんで、まさに問われているなと感じました。 

委 員： 何を心配するかというと保育制度のことです。今、直接契約とかなんと

か議論されているところで、私が関わっている特別部会では、バーチャル
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とか市場原理とか絶対あり得ないって言ってるんですが、結果的に直接契

約に万が一なったとしても、法的な介意をしっかり残さない制度では保育

はずたずたになります。 

市 長： 我々も国が進めている指定管理者制度なども疑問だと思いかけてるわけ

です。そこへもってきて、今度は正反対のこういった事例が出てきました。 

議 長： アメリカも往々にしてそういう傾向がありますが、結局賃金を引き下げ

る手段に使われるんです。 

委 員： 介護もそれでズタズタになって、保育までそうなったら、もう駄目です。 

議 長： ただ、こういうのは企業が撤退しちゃうんですよ。儲かるときは絶対撤

退しないんですけどね。 

市 長： 質疑応答で、最終的な責任はどうなるのか聞いたところ、「アメリカは

契約社会だから、自治体だって倒産するじゃないですか」と言われました。 

議 長： 自治体が倒産するのはアメリカだけです。特定の機能しかやってない自

治体があるので、電気の自治体が倒産して、停電になったとかしょっちゅ

うやっています。ただ、例えば警察とか秩序維持に関わるところが倒産し

て辞めましたというようなことはないです。 

委 員： 撤退できるかどうかというのは非常に大きな要素なんじゃないですかね。 

日本の場合は撤退はあり得ないし、倒産もあり得ないわけですよね。 

議 長： 自治体をサービス供給会社ととらえると、住民の選択も市場と同じで、

その市場で買うか買わないかというようになってしまいます。気に入らな

い人は、市場から出て行ってくださいという支配になってしまいますよね。

つまり退出するかどうかという選択になってしまう。基本的には足による

投票の世界です。 

だから選挙(手)による民主主義はあきらめて、気に入らない人は出てい

ってください(足)ということになります。 

委 員： 手による選挙と足による選挙ってどう違うのですか？ 

議 長： これは僕らの経済学で言う言葉で、選挙を足による投票にさせればいい

じゃないですかと、つまり地域間で競争し合って、住民が気に入らなけれ

ば出ていく。足による移動で良いサービスが得られるということになるん

です。気に入らなかった時に私はこの市民として権限を持ってるので変え
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てくださいと言う。これが手による選挙です。 

市 長： ただ、サンディ・スプリングス市の市民満足度は非常に高いですよ。 

議 長： それは当然だと思います。そこに住みたい人だけが集まってつくった市

なんですから。 

委 員： 保育園でも同じです。、東京都は認証保育をやっていて、親の満足度は

非常に高いんです。保育の専門家から見ると保育の質は相当低くても、親

は自分が選んだから満足度高いんです。 

議 長： 移り住みたくても移り住めない人はいるわけです。貯蓄がなくて。その

ため同質になるんです。そうすると、こういうサービスは「私」で買えば

いいじゃないかということになってくると、公共サービスは限定されてい

くわけですよ。 

市 長： ジョージア大学の先生が試算したところ、97,000人の人口で55億円かか

る。福祉と教育と消防を除いてです。それを入札した結果、26億で包括的

に受けたということらしいのです。なおかつ３年間で10億の余剰金が出て、

それを議会にかけて、プールしようと決まったそうです。 

議 長： もともとアメリカはコミュニティがないからできるんです。ヨーロッパ

や中国は何千年の昔からコミュニティがあるわけです。アメリカはもとも

とのインディアンを追い出して白地につくっているわけですから可能で

すが、普通はそうはいかない。その地域その地域の根強い関係が残ります

ので。 

委 員： こういう考え方を取り入れるとすれば、日本の自治体もそういう移動性

というかモビリティが出てきているかどうかです。 

市 長： 子育て系ではそういう方は増えてます。インターネットでまちが子育て

しやすそうだとかですね、あるいは高齢者に手厚いまちのようだとか。 

議 長： だからむしろ逆で日本とかアメリカが移動が多いんです。ヨーロッパみ

たいにコミュニティがあるところは絶対移動しないんです。日本は移動し

ますよ。 

委 員： 日本もこれからますます移動していくような社会になっていくでしょう

ね。介護保険の額だってどんどん格差は開いていくでしょうから、苦しい

ところはますます苦しくなっていくから。 
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議 長： 移動が少子高齢化の一つの原因なんです。単身で移動しますから。ヨー

ロッパ例えばスウェーデンとかは絶対に移動しないので、どの地方をとっ

ても人口構成、年齢の構成変わらないのです。 

移動しないので、これからもスウェーデンの人口構成は変わらないです。

地域別に分断しても変わらない。日本は移動するから、まず地方から高齢

化する。単身で移動してくるから東京の出生率もとても低くて、いずれ東

京もダメになってしまう。 

スウェーデンでは、当時都市コミューンと農村コミューン、日本で言う

と市と町村という区別があったんですが、これを合併させる際に都市コミ

ューンと農村コミューンが合併しないといけないと条件をつけたのです。

つまり農村コミューン同士の合併を認めないんです。都市というのは農村

コミューンが交流する場なんだから、そこを圏域で合併しなさいと。それ

から、サービスを自立的に意思決定することのできる人口規模を割り出し

て、福祉に関しては6,000人いると自立的に意思決定できるとしたのです。

教育は8,000人を最低限にしたんです。だから、8,000人以上いなくてはい

けない。よくわかりませんが、日本も昭和の大合併のときに最低8,000人

とはじきだしているので、だいたい合理的だと思うんです。 

 

●地域内分権について 

市 長： 本市は地域間格差が非常に激しいです。高齢化率も全体では10.66％で

すが、第一期埋め立て地などは26.6％なんです。地域内分権もあっていい

んじゃないかと思います。 

議 長： スウェーデンでは、その地域が手を挙げると、こういう自治組織がつく

れるんです。そして一つの機能だけでいいんですね。例えば教育と福祉だ

けやらせてくださいというのも可能なんです。全事業をやらせてください

というのも可能なんです。しかし、大体の場合に自治組織が担っているの

は教育と福祉といった対人社会サービスみたいなソフトだけなんです。規

模の利益が働くようなごみ処理とかはやらないんです。ですからスウェー

デンの予算は地区別、機能別に立てられるんです。自治組織に渡す予算の

計算も対人社会サービスしかやらないので、割と計算簡単で、ここは子ど
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もが何人いるからいくらってすぐ出てくるんですよ。 

日本も合併を推進した時に地域自治組織というのをつくれるように法

律に入れ込んでるんです。僕が抵抗して入れ込んだんだけど誰も利用して

くれないんです。今だったら、その地域でやらせてくれって言ったら全部

できるんです。 

事務局： 池田市でいうと、11の小学校区で協議会をつくっている。そして１協議

会の予算の上限が600万円から700万円。20年度からすでにスタートして58

事業が協議会から出てきています。 

市 長： 市民大学をつくってこの中でいろいろ議論して欲しいと思っているのが、

エリアの規模です。ここでは小学校区ですが、先ほどの8,000人という規

模になると今度は中学校区。また、10の支部社協という、PTA、民生委員、

子ども会、自治会、老人会からみんな網羅している組織もあります。 

委 員： こういうのでやると機動力ってかなり落ちるような気がするんです。例

えば私は港区のNPOで子育て支援をやっていますけど、行政とNPOって結構

タイアップして即効性があるもの打ち出せるんです。でもNPO同士って案

外仲悪かったりしてうまくいかないのです。民主的にやっていくのは大事

だとわかるんですけど、難しいところもあるんです。マネジメントのこと

とか。光と影がどうもあるかなと思います。 

議 長： さいたま市でやっている市民活動推進委員会というのは、NPOでも市の

政策と連携するようなものに予算を出しています。評価を決めて発表させ

て、これにだったら予算を出すっていうふうにやってるんですが、決める

のが大変なんです。この方式は大変だと思います。 

委 員： 住民自治をいかに育てていくかというのは、住民の定着率ですよね。 

議 長： 普通、一般的に同質性と移動性が決め手になるわけです。つまり、メン

バーシップが同質であるということとあまり移動がないということがコ

ミュニティを形成する上で重要なポイントになるんです。 

市 長： これが定着すると、かなり住民の意識とかレベルは高まりますよね。 

 当市の場合には、地域ごとの年齢構成の差が極端で、高齢化率の低い地

域で老人福祉、高齢者福祉と言っても反応がない。逆に高齢化率の高い地

区で子育てを語っても全然反応がないというまちなのです。だから地域の
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ニーズに合わせた分権を進めていかなくてはならない。 

議 長： 自然的秩序では形成されてないんですか。 

市 長： 人口急増しましたんでそうもいかないのです。昭和53年から、１万人ず

つ増えてきました。そして、コミュニティ醸成のために自治会館も老人ク

ラブ会館も公民館も全部市がつくっているのです。自然発生的にというと

自治会、あるいは子どもを介しての人間関係ですかね。 

議 長： 経費だけの効率性で言うと、日本の場合には人口の最適規模が、だいた

い市町村で、20万人から30万人が一番低くなって、それ以上は上がってい

くというＵ字曲線が描かれるんです。しかし、これは面積が影響するので、

アメリカだと１万人位になってしまうんです。つまり、移動するコストが

大きいので。だから浦安市のように、面積が小さい場合にはひょっとする

とさっき言った6,000人とか8,000人でも大きいかもしれません。 

市 長： そうですね。さっき言った支部社協というのが今かなり動き出してきて

いるんですが、これが10支部だとすると支部あたり16,000人。そうすると

民生委員もPTAも老人クラブも自治会も顔がよく見えるので、これがひと

つの区分けかなとも思います。分権のためにエリアを無理矢理つくるもの

ではないんだろうなと思っています。今あるものを利用してたい。 

委 員： やっぱり、ある程度ベースがあるところにつくっていかないといけない

と思います。 

委 員： ただし、既存の団体の活動を妨げることのないように。 

議 長： 会議はこれで閉じさせていただきます。ありがとうございました。 
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