
第６回浦安市賢人会議議事録 

 

 

１．開催日時  平成21年２月20日（金）14時～16時 

２．開催場所  都市センターホテル 704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 

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 

 ・今日の経済危機に伴う自治体への影響と対処について 

(２)その他 

（閉 会） 

 

●開会 

●市長あいさつ 

市 長： 第６回目になります。基礎自治体を取り巻く状況は、マスコミ等の報道や、

神野先生もいろいろな所でお書きになっている通り、歴史の転換期を迎えて

おりまして、そのへんの話を皆さん方と今日は協議させていただければと思

います。浦安市でも大きな懸案事項がいくつかあり、市民病院を再整備しま

す。四月に民営化の方に移行しますけれども、公的な役割はしっかりと確保

しながら行うつもりでおります。また、関東有数の密集市街地と言われてい

ました元町再整備も、晴れて一歩踏み出す新年度になるのではないかなと思

います。ただ大きなプロジェクトの１つである庁舎建設を一時中断します。

実は現在人口16万人ですけれども、庁舎は８万人を想定して昭和49年に建

設しました。この庁舎問題、決して見直しだとか凍結だとかというのではな

く、非常に先の見えない、霧どころか暗闇が立ちこめているような状況下で

実施設計の予算を見送りました。こういった時代の潮流の見定めが一番大事

なんではないのかなという思いで今おります。 

 

●議長あいさつ 

議 長： この間の日経新聞で「いわゆる改革の計画等は、モラトリアムとすべきだ」

という記事がありました。こういう不況の元で、新たな計画を作るべきでは

ないし、それから既存の計画をそのまま数値目標に合わせて実施していくと

いうのは、最悪の事態だっていうようなお話しだったと思います。大体予測



がついてきたんですが、いわばリーマンショックと言いながら、実体経済が

どうなっているのかよくわからなかったが、最終的に明らかになったという

ことですよね。政府が間違えていたのは、ひとつは、他の国は大変だけれど、

先進国の中では軽いと一貫して言ってきた日本が実は先進国の中では最悪

だったということ。もうひとつは、アジアは比較的軽いと言っていたがこれ

も間違えていて、中国みたいな国が出ていないので分かりませんが、韓国な

んかは最悪ですよね。30％近く減でしょうか、ＧＤＰ比で。計画は立てた方

がいいと思うんですが、少なくともローリングしていくということをしない

と。状況に合わせてですね。 

 

●委員あいさつ 

委 員： 12月初旬に、二次勧告が出まして、それを整理をしているところですが、

約１万件を超える条項が廃止ないしは上書きをするという作業が待ってい

るということの頭出しをしました。中には公営住宅の設置基準とか幼稚園の

設置基準とかは自治体が独自に決めなさいというような条項が入っている

わけです。 

早ければ今年の９月以降の政権で第２次の地方分権一括法が通るという可

能性が出て来ましたので、これはかなり大作業になるんではないかと思いま

す。 

委 員： 経済情勢は本当に激変というかですね、ひどいことになっているとみなさ

んご承知の通りだと思うんですけれども。多分今年度の成長率はマイナス

２％台後半。それで来年度もほぼ同じぐらいになる。ですから、今が悪いの

ではなくてこれからずっと悪いと。これを前提に色んな計画を考えていかな

いと大変なことになってしまう。ＧＤＰギャップももう４％ぐらいあります。

額にすると 20兆円。これが今年の１～３月期になると７～８％という、空

前の潜在ＧＤＰと実際のＧＤＰの差が開いてしまう。こんなの戦後無かった

ですよね。深刻な景気後退がこれからずっと続くと。アメリカ・欧州の景気

回復もだめなわけですから、これから３年ぐらいは極めて厳しい状況が続く

ということで、こちらも非常に、正直いって恐怖を感じています。そういう

状況を踏まえて、やはり自治体経営・運営というのを進めていかなくてはい

けないんだなと思っております。 

 

●今日の経済危機に伴う自治体への影響と対処について 

議 長： 「不景気が浦安市に及ぼす影響と対処」ということで、具体的に浦安市の

21年度の財政状況及び見通しについて、市長からご説明いただいた上で、そ

れを素材に議論していくということで進めさせていただければと思ってお

ります。 

財政課長： 平成 21年度の一般会計は 611億円で、前年度比 27億５千万、4.7％の

増になっています。浦安は昭和 56年に市制施行されてますけれども、町の

時代も含めて今までで最高の予算額だということになります。特別会計合わ



せて 836億７千万円余と、これも過去最大の予算となっています。（以下、

歳入歳出詳細説明省略） 

議 長： 最近見ていると、東京都の周辺も含めて、国保が破綻しているんですよね。

国保会計はどうなってますかね？ 

財政課長： やはりかなり苦しいといえば苦しい状況です。 

委 員： こういう時代なので、自治体がやるべきことというと、私は２つあると思

うんですね。ひとつはセーフティーネットですね。そういうのはきちんとや

っていかなくてはいけないですね。それともうひとつ、雇用を守るというん

でしょうか。雇用を増やしていくような政策を自治体としてもやっていくべ

きだろうと。この２つが自治体にとって重要なことではないかと思っていま

す。雇用を何とかして守って、そして増やしていくということは、自治体こ

そできることであって、就労支援とか職業訓練とか、そういうものは自治体

として積極的にやっていかなくてはいけないと思っています。 

財政課長： 事業としては、直接的な職業訓練だとか、雇用を確保する事業というの

はないですね。国の緊急雇用対策に合わせて、その部分をどうしていくかと

いうぐらいです。 

委 員： 財政の見通しというのはどうなんですかね。来年度再来年度とかっていう

のは。 

議 長： ５か年計画とかを立てたとしても前提が違う。 

財政課長： それが大幅に今狂っています。 

議 長： 個人市民税が落ち込みますよね。 

財政課長： 22年度は個人市民税に大きく影響出てくるとは思います。 

議 長： それから、少し時期はずれてくるけど、固定資産税だって落ちますよね。

タバコ税も結構、落ちているんですね。 

市 長： これたぶんタスポの影響じゃないかと思います。タバコ税は予想外なんで

すけどね。 

議 長： だから結局税の方はかなり厳しいと。で、交付税措置等は結局ないわけで

すよね。あともう１つは臨財債、別にかぶった分、一応共同金融機構とかな

んとかつくってどうにかやってるけれども、さしあたってプラス要因にはな

らないですよね。 

市 長： 財政調整基金を今回44～45億繰り入れますけれども、それでもまだ90億

近く残ります。当座はしのげるのかなと思ってはいます。 

議 長： 基金のその他は公共施設等の積立金が。 

市 長： 基金の総額では20年度末でもう340億あります。 

議 長： そういう意味では最悪の事態はそれだけあればしのげるわけですよね。積

立金もあるし。 

財政課長： まあ、この状況がいつまで続くかというのはありますけれども、当面は

どうにかしのげるだろうと思います。 

委 員： 今日の朝日新聞の見出しじゃないんですが、千葉市は懐寒くても不況対策

ということで基金とかで穴埋めすることで、一般会計だけ 4.8％増やしてま



すね。 

議 長： 名古屋・愛知がすごい厳しいですよね。 

市 長： 愛知は軒並みですよね。企業城下町は。 

委 員： しかもアナリストの予測だと来年度もトヨタは赤字だと。二年連続で税収

がないということになるとすさまじく悪くなってしまいますね。 

議 長： 浦安市は、法人住民税に依存していないっていうのありますね。 

市 長： 昨年度も10％ちょっと超えた程度ですからね。外から見てるとかなりディ

ズニーランド城下町みたいにイメージされているんですけど。 

議 長： 1929年の世界恐慌っていうのは、平和な100年と言われたパックス・ブリ

タニカの 19世紀が第一次世界大戦前あたりからグラグラっときて、第一次

世界大戦後で本格的に解体期に入って。で、第一次世界大戦後、そのパック

ス・ブリタニカの金本位制度にみんな戻ろう戻ろうとするわけですよ。最終

的にそれができなくなって、1929年ですよね。そうするとそこで新しい世界

経済市場を作って、もう１回やりなおさなければならなかった時に、それに

失敗して第二次世界大戦に入っていく。第二次世界大戦で圧倒的にアメリカ

が勝って、パックス・アメリカーナを作ったんだけれども、それができたの

はブレトン・ウッズ体制という固定為替相場。それから石油ショック、パッ

クス・ブリタニカが軽工業だとすれば、重化学工業を基盤にして突き上げて

いくわけです。それが 1973年の石油ショックあたりから重化学工業も行き

詰まるし、それから固定為替相場がそもそも変動為替相場になって、もう資

本が自由に動くようになっていったのが、最終的にここでのパニックで、パ

ックス・アメリカーナが終わると。ただ歴史というのはいつも新しいものを

作ることによって恐慌を脱出してきた。新しい産業構造とかね。それを積み

上げていきながら、新しい世界経済秩序を作っていくっていうことをせざる

を得ないんだけれども。前の経験からいっても10年から20年かけて作り直

さなくてはいけないんだけれども、下手をして各国が、自分さえよければと

かね、生き残りをかけた、つまりこの間も近隣窮乏化政策になってしまうわ

けですよね。だからその論理で行かれてしまうと、もう例えば新規産業って

いっても何ですかと。本当は知識集約的な色々な産業を作っていかなくては

いけない時に、もう手っ取り早い、トヨタを生き残らせるのはなんだといっ

たことになりかねない。やはりその時にはきちんとして協力していくという

姿勢があるかどうかですよ。世界経済事情を含めてね。下から上までね。無

いとまずいんだよね。近隣窮乏化始めちゃうと秩序が崩れないと。ある一定

の秩序ができあがってる時に競争してもいいけどね。 

委 員： 近隣窮乏化っていうのはどういうことなんですか。 

議 長： アメリカがグリーン・ニュー・ディールって言っているけど。アメリカの

景気回復政策を支えるために、もう２年位前から日本の貯蓄に対する期待感

に満ちあふれている。 

委 員： やはりアメリカが震源地だったので、こういうことだと思うんですよ。サ

ブプライムローンということで、住宅買えない人にお金を貸してたわけです



よね。ただ住宅の価格が上がるから将来は返せるよと。こんなのはネズミ講

と同じで、いつまでも続くはずがなかった。で、そのサブプライムローンて

いうフグの毒みたいなものをですね、切り刻んで、他の魚の肉と混ぜてミン

チにしてしまった。そのミンチにしたものを世界中の金融機関に売ってしま

った。で、日本はそれをそんなに買わなかったんですけど、欧州なんかいっ

ぱい買って、それで金融機関がフグの毒にあたって、みんなもうダウンして

しまった。信用が収縮する。そうするとメーカーなどが真っ先に打撃を受け

て、お金を貸してくれなくなってですね。ＧＭとかフォード、クライスラー

などというところがどんどん苦しくなって、政府に助けを求めるようになる。

今の段階は本当にニュー・ディールどころじゃない。景気対策で 71兆円で

すよね。住宅ローン対策で７兆円、金融安定化対策で最大184兆円ていうん

ですから、トータルすると300兆円近いお金をつぎ込んで、なんとか金融シ

ステムを政府が金を出して守ってですね、あと消費を振興してということを

やるわけですよね。これが失敗したら、もうだめなんですね。で、その巨額

のお金を捻出するために、アメリカは国債を売らなくてはいけない。で、目

をつけているのが日本の貯蓄とあとは中国ですね。 

議 長： 中国はしたたかだから日本みたくハイハイっていう風にはいかない。しか

し、もう中国・インドは国内にガタがきてるんですよ、多民族国家だから。

企業を統合していくのに変な政策を打ってもらうとね。ロシアもそうなわけ

ですよ。ロシア・中国・インドなどＢＲＩＣｓといっている時に、みんな国

内がガタガタしている。 

委 員： この２年ぐらいが勝負で、まあアメリカが何とか立ち直れば本当の大恐慌

にはならないでしょうし、だめだったらもう、戦争しか解決の道がない。 

委 員： 日本の貯蓄っていうのはどの位あるんですか？ 

委 員： 1,400、1,500兆弱ある。個人金融施策ですね。で、ほとんどが預貯金にな

っていて貯蓄から投資へとその金を回転させて、世界経済を回していこうと

しています。 

議 長： 世界的に見ると、貯蓄過剰と言っては変だけれども、こういう恐慌の時と

いうのは投資がないので資金過剰になっているんです。問題なのはパニック

が起きてる時には、現金需要がものすごくあるんですよ。というのは、それ

までは現金なしで、簡単に言ってしまえば、買い掛け・売り掛けをどんどん

やっていたのが、決済でやってもらわないとっていうので。現金需要が急激

に増えたらどんどん出さないといけないわけです。で、一方で資金がないか

らと言ったって、投資先がないんだからね。ＩＳっていうかマクロ的なバラ

ンスでいってみると、過剰資金。これを変に飛びまわされると、本来は、余

っている貯蓄で、新しい産業構造を作るというような投資に向かわずに、ろ

くでもないところに投資をするわけです。チューリップ球根恐慌とかね。サ

ブライムもあれですよね。通貨まで取引して、変動為替相場もどうするかっ

ていうことを考えていかないと通貨体制も難しいんじゃないかと思うんで

すが。で、お金をぐるぐる回しても大丈夫だよっていう論理はね、みんなの



リスクヘッジの機構を私たちは作ったからって言っていたわけですよね。先

物であり、デリバティブであり、リスクヘッジを作っていって、株価が変動

しようとヘッジしてますから大丈夫ですよと。だけど実際は何が起こってた

のかというと、リスクヘッジをすると言っても仲間内でやってるんです。違

った論理で動くところにやればヘッジになるんだけれども、同じ論理で動い

てる人々が集まってヘッジしてたら花見酒の経済ですよ。金融グループの中

でやっているんだからね。 

委 員： それで自治体も結構踊らされてそういう商品を買っちゃったわけですよ。

仕組み預金と言ってリスクがないって言われていたものをですね。兵庫県三

田市が当初利率が５％で５億円預金を預けたら、利率が５％から0.01％に低

下して、更に元本割れになってしまった。こういう危ないものを名古屋市と

か日野市とかが買って大損しております。 

議 長： まあちょっとそういう意味では花見酒にやはり近い状態だったということ

ですよね。 

市長公室長： それから税収がですね、当然市民税なんかこれから落ちてきますが、

その落ちる幅が読み切れないというのがあります。今年は先ほどご説明した

ように、そんなに影響受けるような落ち込みじゃないと。じゃあ３年後の間

にどのぐらい落ちていくのかと誰も予測できなくてですね。そうすると先ほ

ど言いました財調とかですね。その辺を２～３年取り崩してできますよって

いうのは成り立つんですけれども、それだってやはり幅の問題で。色々な政

策はやらなければならないんですけれども、これは私見ですが、今後の行政

をみんな一緒にやってくというのは果たして継続性があるのかなと疑問に

思います。今までは国が一斉にこういうのやれと言ったら、末端の自治体ま

でやっていますよね。そして、その他に市町村の単独事業があると。ただ、

行政サービスを受ける住民の方からすると、行政はそう考えても、そこまで

いらないよということもあり得ます。 

議 長： 先ほど委員がおっしゃったように「生活と雇用」。これを重点的に打つと

いう事をやっていかないと。雇用までは市町村のレベルでは無理だとしても

生活面。そもそもヨーロッパのフレキシキュリティでも、解雇しやすくする

けれども、生活保障と活動保障をやってるんだから、それをきちっとまずや

るっていうことをやるには、地方ごとにやっていかないと無理なんですよ。

生活様式が違うんでね。だから一律でやるのはむしろ非効率で。一律でやる

景気対策といったら、また公共事業しかない。そうするともう時代遅れの衰

退していく重化学工業の自動車なんかを支えることになる。支えても乗数効

果はない。つまり投資が投資を呼ぶという動きにならないで、みんな海外に

立地して、利益だけ送金しているのが、日本の本体なので。 

市 長： 加速度的にもっともっと悪化していくという意味？ 

議 長： いや、だから新しいことを作って、人類は絶対乗り越えると。それはなぜ

かというと、これは戦争と同じように人間が作り出したことだから人間で解

決できるはず。新しく作る、作ることをしないと、人類進歩がないんです。



作ることは間違いないけど。その作り出すまでは、先ほど協力っていったけ

ど、分かち合いでやるしかない。 

市 長： 本市はかなり日本の縮図みたいなところがあるんです。日本一若くて元気

なまちなんですけれども、高齢化率を丁目ごとでいいますと、27％代のとこ

ろもあれば、0.5％のところもあるんです。小さなまちとはいえ、そういっ

た中で、一律な均一な政策ではなく、地域内分権みたいな形を進めていきた

いなと考えています。ただ模索の段階ですけど。 

委 員： 東京の一極集中というのは不況との関係で言ったときにどうなんですか。 

議 長： 最新のデータだと、止まったというぐらいですね。逆戻りしてるっていう

わけじゃないんですが。 

委 員： そうです。で、止まってるままかというとそうでもない。やはり不況にな

るとどうしてもその中で比較的職がある東京に集まってくる。名古屋はもう

壊滅状態ですね。大阪はもともと悪いということになると、やはり首都圏に

出てくるっていうことなんですね。 

市 長： 職を求めて移動する。 

委 員： そうですね。一極集中は更に進んでいくし、浦安もその影響を受けて、地

価を見ても下がってますから。 

市長公室長： 先ほど雇用っていう話もありましたけれども、うちの場合は今のとこ

ろ企業の誘致とかという話は出ていないんですけどね。企業の誘致というか、

新しい税収源になるような話はまず浮かんでは消えて、実現されていない。

どうもこの時点でこれから何といったらみんな環境と言っている。スター

ン・レビューを読むと、下手すると 2035年にはもう温度が２度ぐらい上が

ってしまうみたいな話はありますよね。炭素税だとかいろんな話が出てきて、

どうもそっちの方の対応をしていかなきゃならないだろうと。しかもあわせ

て環境問題に対応できるような、これから伸びる企業っていうんですかね。

そういうものを考えていくっていうのもひとつの手かなと思います。それか

ら先ほどお話しにあったように、技術革新というようなことで次を乗り越え

るとすれば、環境問題という観点から企業誘致というのはどうなんでしょう

か。 

議 長： まあ、企業誘致はともかくとしても、環境面でいろいろ努力をしていくと

いうのは１つ重要なことですよね。 

委 員： そうですね。環境面で進んでいるということは重要ですし、やはり企業誘

致は重要ですよね。 

議 長： オバマの言っているグリーン・ニュー・ディールというのがありますが、

環境と研究開発と結びつけてるんですよね。今までのような工場誘致という

よりも人間の知恵を出せるような高等教育機関含めて、ものを集結させるっ

ていうのは重要です。そういうのはどうして集結してくるかというと、ここ

で子どもを育てたいとか緑が充実してるとかね、緑と水が勝負なんですよね。

だからそれはリンクしていいんじゃないかな。 

委 員： まず核になる研究所とか大学とか、そんなのがあるといいですよね。 



議 長： そうですね。 

委 員： 先生がおっしゃった子どもを育てたいまち、緑と水があって、あと保育園

と学校でしょうね。 

市 長： そうです、教育。 

委 員： ここの問題は民営化されてしまうとか、自治体の責任が後退とか、違うん

ですよ。そんなことは厚労省はやっていないんだけど、そういう風にメディ

アは報道しているんです。だけど、川崎市なんかはマンションの一室を保育

園にしてみたり、それじゃだめですよね。財源が一般財源化されてどんどん

税源が削られて、保育予算が増えない中で、施設型の保育の限界ってあるん

ですよね。そうすると未満児は子どもの声が聞ける小規模をということにな

ります。子どもの声ってビューなんですよ。オピニオンじゃなくて、ビュー

をどれだけすくい上げる事が出来るかっていう。子どもの権利条約の声とい

うのは、自分から言えるオピニオンだけじゃなくて、声なき声をどれだけ拾

えるかっていうビューなんです。それを例えば、保育施設を作るのは財政難

だからという後ろ向きの発想じゃなくて、特に未満児の保育を、声なき声を

どれだけ手厚く拾っていける保育をできるかと発想転換していくと、新しい

子どものまちができてくるんじゃないかなと思うんですね。建物なんか作ら

なくて、人でいいんです。人をどんどん養成していって、だから児童福祉法

の一部改正で、家庭的保育制度っていうのが今注目されてますけど、あの保

育制度の人材養成にもっと力を入れるべきだと思います。 

委 員： それなんですけど、先生の言うように、きめの細かい保育ママを認定しな

いといけませんね。世田谷で保育ママという制度があって、なんと傷害罪で

今牢屋に入ってるっていう保育ママがいましてね。 

委 員： ゆさぶって、子どもが脳挫傷起こしたんです。それで、業務上障害で損害

賠償になった事件ですよね。 

委 員： 保育ママには１人あたりにかなり財政補助しているんです。だけど資格要

件に関してはほとんど手薄なんですね。保育園を作るよりは保育ママさんに

財政援助した方が安くあがるからなんです。根本の所のバックアップ体制を

つくってこなかったってことなんですね。だけど、じゃあ一方で保育園に虐

待がないかっていうとそんなことはなくて、保育園でも適切な保育はできて

ない。特に未満児の場合なんて、お昼寝させているそばでご飯食べさせてお

布団たたんでとか、そういうところが多いんですね。ただ家庭的保育で１人

２人の保育者を見るのは、限界で、密室保育になってしまうので、グループ

保育的なのをやったらいいと思うんですね。３人４人ぐらいの保育者。ここ

でやらせていただいた支援者さんで十分なんですけどね、そこに１人有資格

の人がついていれば十分なのです。そのグループ保育的なものに市の空いて

る施設を使って小規模型をやってくのは新しいやり方かなと思うんです。 

議 長： いずれにしても日本は子どもに金かけてないですからね。 

委 員： 教育費っていう意味ですか。 

議 長： いや、幼児なんか特にひどい。就学前教育はほとんどお金かけてないでし



ょ。ちょっとひどくなってきましたよね。 

委 員： 一般財源化されそうですかね？市立保育園にも。 

議 長： いや、だから全体を一般財源化すればいいわけなんだけど、一般財源化し

た時には、トータルとして増えてないとね。一般財源化って基本的に減らす

ために言っているから。 

議 長： 大きな政府だと格差が少ないっていう相関関係はもう証明されてるわけで

すよね。世界的に。ところが、日本人の世論調査では、「格差の少ない社会、

だけど小さな政府」なんですよ。これは両立しないんですよ。 

委 員： 保育の問題。参議院の調査会に呼ばれた時の話です。今まで政治家は人口

減少は悪だという前提でやってきたのに、10年たって色々少子化対策やって

も出生率上がらないから諦めたのかもしれないんだけど、人口減少社会は国

民の個人の所得を上げて、幸福をもたらすという仮説の元に成り立っている

参議院の調査会がありまして。その人口減少社会は、国民の幸福度を増すと

いう仮説を肯定しなきゃいけないところだったんですけどね。まあ私はイエ

スでもノーでもないと思って。やはりなぜ人口減少になったかってことを考

えると、やはり生き辛い社会なんです。生き辛さを改善していけばピンチを

チャンスにする可能性は秘めていると思うんですね。ただ、そのピンチをチ

ャンスにというのはひとつは雇用であり、ひとつは生活保障としての、特に

若い世代で考えたら保育です。保育・学校、それがどんどんどんどん財源が

削られていく中で、民営化が直ちに悪いとは、決して、そんな単純なことは

言いたくないんですが、この間市長がおっしゃったみたいに、株式会社の保

育園のスタンスで、果たしてどこまで子どもの身になる保障ができるかって

ことを考えると、ちょっとクエスチョンマークもあるんですね。そういう中

で保育制度の立て直しっていうことを、一方で安心して親が働けるためには

保育の供給量を増やさなくてはいけない。保育の供給量を増やしつつ、絶対

水準は下げないための保育の量的拡大は何かってことを今やってるところ

なんです。ただ非常に誤解されて、保育事業者達には悪い方向に懸念されて

るところがあるんですね。そうではなく、正式に部会記録なんか読んでいた

だくと、やはりどうやって自治体の自主責任をキープさせながら保育の量と

質の拡大を図っていくかっていくことがこれから問われてくる。まもなくた

ぶんどんな形にしろ、年度内にまとまりますので、それがどういう形になる

かというのを、少し見守って頂ければと思います。皆さん本当に事業者の

方々は子どものためってことは考えてらっしゃるし、日本の保育は歴史的に

も誇るものは持ってます。だけど現状で良いとは決して思えないのでね。親

と保育園が直接向き合うってことが出来ていないで、自治体が保育の必要量

を今判断してるんですね。財源がどんどん削られてて、認可の基準をクリア

していても認可しない自治体もあるんですね。そういう中でどうやって供給

量を増やしていくか。一方でいろんな地域の事情があるので、一律にってこ

とは考えませんけど。ミニマム保障というのは子どもの保育に関しては自治

体差があってはいけないと思ってます。自治体差をあまり簡単にさせないた



めの、そして供給量を増やしつつ、質はギリギリ担保する保育の制度とは何

かというのを、ちょうど１年かけて議論してきたところなんです。で、いず

れにしろ年度内にはまとまります。この答申が出ると、それが保育制度にい

ろんな意味で自治体にも影響を与えてくるだろうと思っています。どういう

方向になるかまだ、自治体、教育事業者団体の方々も色々思いがあり、反対

の声も沢山ありますので、聞けるところは極力聞きます。ただ、自治体の責

任を後退させて質を悪化させて、どんどんどんどん民間企業を自由に参入さ

せて数だけ増やせばいいなんて議論は全然してないんですよ。 

議 長： 時間ですのでこれで閉会にさせていただいて、事務連絡とかありましたら

お願いします。 

事務局： 19年度・20年度と年に３回のペースで、開催させていただいております。

来年度もできましたらこの４人の先生方のメンバーで年に３回程度開催さ

せていただきたいと思っております。また議長を中心に日程調節させていた

だきますので、よろしくお願いします。 

議 長： どうもありがとうございました。 


