
第７回浦安市賢人会議議事要旨 

 

 

１．開催日時  平成21年７月28日（火）14時～16時15分 

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   理事、市長公室長、財政部次長、秘書課長、企画政策課長、

企画･政策調査室長、企画･政策調査室１名、 

４．会議の概要 

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 

 ・地域自治区について 

(２)その他 

 

●市長あいさつ 

市 長：日々の行政運営の良いヒントがこの賢人会議にはたくさん散りばめら

れていると感じている。本日の議題は、地域自治区、地域内分権だが、

浦安市も短期間で発展してきただけに、高齢化率も大変な格差がある。

前回の選挙の時も、地域内分権の実現を掲げたところである。そのと

ころのお話を本日皆様方に伺いたいと思っている。 

●議長あいさつ 

議 長：日本や世界に問題があるのに手が打たれていないような状況で、浦安

市も財政が豊かとはいえ、非常に厳しい状況かと思う。 

地方財政全体を見ている私の立場から言うと、今回の様々な経済対策

なども消化しきれない状態である。特に、地方公務員を減らしすぎて

しまっており、どうするのかなと思っている。今までの議論で言えば、

不景気のときには有効需要を作ればいいという方法でやってきたが、



地方自治は事業量を増やすことよりも、借金を減らしたい、というの

が大きな流れである。 

景気が悪くて需要を増やすということを中心にやるというのであれば、

不必要なことをやるよりも、長期的に必要なものを作った方がよいの

ではないか。病院に医者を配置するとか、保育園を確実に作ればよい

と思うが、そこにはあまり回っていかないような気がしている。さら

にこの選挙で各政党のマニフェストが出てきているが、分権関係の政

策がないように思う。基本から言えば、税の再配分から考えはじめる

べき議論なのに。上から変えていくというよりも、市民レベルから着

実に市民の生活を支えるということをやっていくしかないということ

で、この会議で皆さんのお知恵を拝借できればと思っている。 

 

●委員あいさつ 

委 員：政権が揺れているようであるが、テレビを見ていたら、明治維新に例

えている方もいて、しばらくは混沌とするだろうと言っていた。混沌

としているときこそ地域がどれだけしっかりと市民の生活を支えてい

くかというところが、まさにボトムアップで明治維新が変わってきた

ような時代を迎えてきているように感じる。どこが政権をとっても社

会福祉、保育、教育の問題は変えてはいけない部分であると思う。こ

のことも一緒に考えていきたい。 

委 員：公務員の定数は自治体が自主的に設定するという建前になっていて、

条例でもできるとなっているにもかかわらずできていない。公務員は

絶対数足りていない。都市内分権といった動きもあるが、行政の守備

範囲でいうと、役割分担をどう考えていくのかが大きな問題だと思う。

参加と協働ということになるのだろうが、分担あるいは区切りをどう

していくか考えていかなければならないと思う。 

 

●地域自治区について 

市 長：浦安市は今現在、日本でも一番若い市で、高齢化率も全国の半分くら

いであるが、元町・中町・新町と３つの地域に分かれていて、高齢化



率は地域により極端。美浜３丁目は27.87％、それに対して日の出４

丁目は0.76％。新町エリアは保育園、幼稚園が足りない状況で子育て

対策をどうするか。中町の弁天３丁目などは高齢者対策をどうするか。

議長が地方自治法改正の中で地域自治区の項目を入れたということで、

本来の趣旨をお伺いできればと思っている。浦安市の福祉の要である

支部社協を中心に10の地区に分け、自治会、老人クラブ等、できる限

りの団体をネットワーク化して、人的なセーフティネットを構築しよ

うと考えている。災害時の要支援者の把握など、地域間格差の課題が

あり、新しい自治のあり方を模索できればと思う。 

議 長：ヨーロッパにおいて、合併を進めたスウェーデンと、合併をしなかっ

たフランスを比べてみると、フランスは、日本でいう広域連合・都市

共同体を作って、規模の利益が働くような公共サービスについては、

各自治体が協力し合ってやるという方針をとっている。スウェーデン

は、ハードについては合併した後の基礎自治体が行っているが、サー

ビス関係などのソフト面については合併する前の自治体が手を挙げれ

ばできる地区委員会の制度を持っている。そのような制度を生かせな

いかということで、今回、第27次地方制度調査委員会で地域自治組織

というものを作ったのだが、合併をしていない市町村でも、地域が手

を上げれば自治組織を作ってこういうサービスをやりたいといえばで

きるようになっているし、合併に伴って作った地域自治組織は全ての

サービスができたように記憶している。 

理 事：法人格を有するものと法人格を有さないものがあるが、合併をした方

は法人格を有する。 

議 長：合併をしていないところには完全な地域自治組織というものは作れな

い。法人格を有していないと、いくつかの身近なサービスはできるの

だが、全部はできないのではないか。 

委 員：事務内容も違うということか。 

議 長：権限も違うと思う。既存の市の中に作る場合は住民の身近なサービス

についてはやった方がよいのでないか、合併する場合については、市

町村の反発が大きかったので、ある程度包括的にできるようにすると



いうことで、地域自治組織はそのように答申した。スウェーデンでは、

機能別の予算を組むとともに、地区別の予算を組んでいる。池田市も

この事例を参考に、ある一定のものについて地区別に予算を組んだ。 

理 事：池田市に行ったが、地区別に予算が組まれているのは、ほんの一部。

自治会の延長みたいなもの。 

議 長：合併がひとつの要因であるが、大きくしてしまうと、住民から遠い政

府になってしまうので、コミュニティの延長線でできるサービスにつ

いてはやるべきだ。島根県雲南市の海潮（うしお）地区は、制度を使

わずに自主的に地域自治組織を作っている。全ての住民が参加すると

ともに、学校、NPO、PTA、老人クラブ、地元同好会まで全ての組織を

参加させている。教育文化部、総務部、地域づくり部、福祉部等組織

もできている。月額2,000円から4,800円の自治会費を払っている。 

委 員：この地域自治組織は何をするのか。 

議 長：幼稚園の終了後の教室を使って、無認可の保育園を運営しており、そ

の運営費にあてている。この地区の人口は約2,000人で、幼稚園児は

20名くらいが対象となっている。その他、祭りなど地域の様々な活動

をこの地域自治組織が行う。 

委 員：取り仕切りは誰が行うのか。 

議 長：自分たち。議会機能として、評議会があり、各団体から代表を選んで

いる。その地域の中の市役所となっている。 

委 員：保育料は、自治会費とは別に払うのか。 

議 長：自治会費だけでは運営できないので別に払う。補助金ももらっている

ようだが、依存はしていないようである。昭和の大合併で合併したこ

ともあり、元々地域の結びつきが強かったところである。 

委 員：少子化対策分科会では、都市部の待機児童の問題と、限界集落の保育

をどうするか大事な問題を議論してきたので、このようなところは非

常に参考になる。 

議 長：子どもたちの保育から、自分たちでやっていこうというというもので

ある。幼保一元化といっても、今の制度では、認可の幼稚園と認可の

保育園でないといけない。幼稚園が終わっても預かってもらいたいが、



それができないのなら、自分たちでやりましょうということでやって

いる。清掃、草刈りは住民たちが当番でやるとお金がかからない。保

育料と自治会費の一部を保育園の先生の給料に充てている。 

市 長：自立思考が強いエリアだと感じる。自治会費4,800円も自治会費にし

ては高いし、他に住民税もはらっている。 

議 長：合併により、大きくなって遠い政府になってしまうのをいかに近い政

府のまま残すのか、その仕組みとして考えて欲しい。 

市 長：スウェーデンも合併を進めてきたが、それでも人口３万人程度。中学

校区。 

議 長：保育園の経費を予算から捻出している。限界集落の中で、自分たちで

アイディアをだすことは、地域自治組織として、よい理念である。 

市 長：人口移動があまりないエリアなのか。 

議 長：流出しているが、みんな頑張っている。自治会費も多く払うし、お互

い助け合っていくという気持ちがなければ成り立たない。 

市 長：まさに北欧型の自治体ができてるといえる。 

議 長：本来はこういった地域が、基礎自治体となっていくべきである。 

    近年では、ツアー体験などの観光に力を入れているようだが、やめて

おいた方がよいと思う。なぜなら、自分たちでお金を出し合って、サ

ービスの運営をするのならよいが、観光等を考えると、旅行会社と提

携することになるし、組織としてうまくいかなくなる。都会でこのよ

うな組織を作ることが難しいと感じるのは、絆が寸断されて残ってい

ないところである。 

市 長：総務部長などの役員は、無給でやっているのか。 

議 長：基本的には無給であったと思う。もらっていたとしても、そんなには

貰っていない。皆、定年退職した方だから。地域マネージャー的なセ

ンター長がいるが、元々農水省の出先機関で働いていて定年退職した

方である。 

市 長：スウェーデンの分権には大きく３つのパターンがある。１つは「部門

組織型」といって、高齢者ケア、障がい者ケア、児童家族ケアの３協

議会からなる。次にこれからやろうとしている「地区組織型」という



地区委員会。もうひとつは、介護保険なら介護保険と運営を分ける

「機能分離型」。スウェーデンの分権が一番進んでいると思う。 

議 長：本来は、下からこのような組織が出来たのを上が捕まえるのが良いの

だけど、それを都会でやろうとすると、下から作ったものではなく、

上から作るということになってしまう。 

市 長：池田市も徐々に形骸化してきていると聞いている。 

理 事：池田市に訪問した時に、各課に下ろすと抵抗があったとのことで、一

所懸命やっているのは企画の職員だけだと聞いた。 

興味深かったのは、地域から提案された案件に問題が生じた時に、市

役所は関与しないとのこと。 

予算書も、市の予算の中に地区別の予算がある。 

議 長：海潮地区も予算書を作っている。１つのケーススタディとして、海潮

地区のようなところもある。 

理 事：自治法上の地域自治区は、特別区のイメージと捕らえてよいのか。 

市 長：政令指定都市というよりも区のイメージ。区が協議会を作るというこ

と。下から上がってきた組織の上に行政が乗っかるということではな

くなってしまう。 

議 長：雲南市は地域自治区を作れと言っている。海潮地区のようにうまくい

っているところもあるし、上からの押付けで形骸化しているところも

ある。下から出来上がっているのは、海潮地区だけだと思う。地域自

治組織をやっていますと雲南市では謳っているが。補助金もなくす方

向である。海潮地区は補助金を貰ってやっているわけではないから気

にしていない。うまくいっていない地区は、地域マネージャーを他か

ら呼んでくるが、そういう地区はあまり定着していない。 

委員 交流センター長の役割は何か？ 

議長 地域マネージャー。つまり海潮地区振興会の責任者で実質的に会を動

かしている。先ほど言った農政局職員でリタイヤした人。 

理事 総務部、福祉部とか組織がしっかりしている。議決機関はあるのか？ 

議長 議決機関もある。評議委員会(各種団体の代表者)が会長等も含めて全

て選出する。 



委員 ここまでしっかりとはしていないが、湯布院の観光協会にも似たよう

な組織があった。ただし市とは仲が悪い。 

委員 自立しているということ。 

理事 各団体の中に市議会議員や農業委員会が入っている。 

議長 市民組織は全て参加しているし、組織と名前のつくところは全て参加

している。 

市長 自治会の組織率も100％だろう。 

議長 自治会に入っていないと情報も入ってこないので生活ができない。 

市長 ものすごいコミュニティ。まして自らの負担で保育園までも運営して

しまう。限界集落でもこういったところがあるのかと思う。 

議長 限界集落とは周りが勝手に言っているだけ。当事者は怒っている。 

委員 豊かに生活をしている。 

議長 幼稚園なども皆で使いやすいようにすればよいのにと思う。とても20

人しか園児がいないとは思えない立派な幼稚園だ 

委員 不思議なのは、農林水産業の従事者が多い地域で本当に必要なのは幼

稚園よりも保育園なのに、なぜ幼稚園があって保育園がないのか。 

議長 補助金がついたからではないか。 

市長 幼稚園が終わった後に保育はできるのか？ 

議長 「うしおっこランド」という無認可の保育園で行っている。幼稚園が

終わって子どもが帰ってくると仕事ができないので預かって欲しいが、

延長保育は認められない。市も幼保一元化でと要求していたが、幼保

一元化も認められず、保育園も給食の問題等があって難しいと言われ

たので、保育園は自分たちでやることにした。そこで皆で費用を出し

て、幼稚園が終わった後に幼稚園の一室を借りて（これも制度的には

無理があるようだが）、４時間だけ保育をやることにした。 

理事 本市では、今まで市全体を考えていた。しかし地区によっては高齢者

の施設を望んでいたり、地区によっては子どもの施設を望んでいたり

と違いが出てきている。地区ごとのテーマをどう考えていくのかとい

うのが、 

今回市長が投げかけた問題。 



委員 浦安市には、全日制の住民と定時制がいるわけであるが、定時制の住

民が何を考えているのかが大切。全日制の住民(高齢者、主婦、地元事

業者等)は地域にいる。サラリーマン等の定時制の住民はどういうこと

を考えているのかというデータが欲しい。割合はどうか？定時制の住

民が圧倒的に多いというのであれば土日曜日の会議ということを考え

なければならない。全日制が多いのであれば昼間で構わない。 

理事 市民が参加する会議は平日昼間開催が多い。最近はリタイヤした男性

も見られるが男はほとんどいない。委員の構成も年代や性別も考慮し

て動いてはいる。ただ、地区に貢献している人達も色々な人がいて、

共通項を見つけるのは非常に難しい。雲南市のように地縁血縁があれ

ばよいが、浦安にはそういったものもなくうまくいかない。そのよう

な中で地区別の問題をどうやって取り上げるかに頭を悩ませている。 

市長 自営業者の方は意外と少ない。90%以上はサラリーマン。 

議長 海潮地区のコミュニティが成立するのは、仕事の場と生活の場が合体

していることによる。普通の日本の社会では、仕事の場と生活の場が

分離していて忠誠心が仕事の場にしかない。アイデンティティが生活

の場にない。日本社会ではなかなか地域コミュニティが働きにくい。

協働が進みにくい重要な理由。 

 北本市(埼玉県)が最近になって地域活動が進んでいるのは、リタイヤ

した人が多くなっているから。 

市長 浦安も地区によっては同じ。 

委員 海潮地区の地縁血縁とは違った結びつきがある。 

 日の出地区での市長説明会で、質疑応答が盛り上がったのはなぜ。 

市長 自治会運営に関して。かなり建設的で前向きな意見が多かった。 

 日の出地区は、非常に意識が高い方が多く、それを地域内分権に生か

していきたい。 

委員 シドニー市での住民参加というのは住民投票という形に表れている。

道路の拡幅の賛否など日常的に行われていて、投票率も40～70%と高い。

投票結果を地区代表の議員が評価するという２段階方式である。 

議長 アメリカでも政策別にやっている。日本でもできるのか？ 



委員 都市計画決定なのでできないのではないか。 

議長 日本では政党を選ぶ選挙なので、個々の政策ではなく全ての政策がパ

ッケージ化されているから難しい。 

理事 日本の場合だと、特定の思想を持った住民である場合があり、間違っ

た方向に進むのが心配。 

委員 シドニーでは駅など普通の人が投票しやすい場所に投票箱を設置する

など工夫をしている。 

市長 本市の場合で地域内分権を進めるのには市議会との関係性を考慮しな

ければならない。地区選出の議員に各組織の委員になってもらうなど

の考えもある。 

議長 日本は特殊。日本では「ねじれ現象」が問題になっているが、本来、

一方に偏らないようにねじれるのが前提である。 

 スウェーデンは社会主義と非社会主義のどちらを選ぶのかというので

選ばれる。 

理事 両者は、是々非々で物事を決定しているのか。 

議長 もちろん両者で話し合い決定をしている。 

委員 最近は、欧州でも経済危機に際して対立も激しくなってきている。だ

んだん両極に分かれてきて、両者で話し合いまとめていうということ

が急速に衰えている。 

議長 ただ欧州では、保守主義者も福祉施策に取り組まざるを得なく、政策

内容がそれ程対立してくるということはないのではないか。 

委員 自分の考えは逆で、欧州では右の方に向かっていると思う。 

議長 欧州の右化は社会的排除であり、外国人を外すということで、日本の

ような政策の対立はあまりない。 

委員 私は違うと思う。右傾化しているということは、今までの福祉政策に

ついて手厚くしすぎたとか、負担を減らせという方向に向かっていて、

移民を排斥して福祉を充実しろという話ではなく、移民を排斥して自

分たちだけ良い生活をするという方向になっていると思う。 

議長 しかし、海外では暴動になっていて収集がつかない。それを右派でい

けるか。仏首相も金融については市場も政府がコントロールしなけれ



ばならないと言っているし、保守主義者が労働者であるということに

よって、左の存在意義がなくなり始めているというのが私の理解。 

議長 今度の日本の選挙について、これから出てくる自民党の政策は民主党

と区別がつかない。 

市長 基礎自治体でもマニフェストに住民税を減税するというところが出て

きている。 

議長 財務省から、やはり自治体は余裕があると言われてしまう。何も政策

的なビジョンのない場合に減税を打ち出す候補者もいる。 

委員 しかし、当選後はだいぶトーンダウンしている。 

議長 第一、議会が認めない。 

委員 ポピュリズムであることには間違いはないが、少なくとも減税につい

てはこれ以上拡大することはないのではないか。 

市長 全国に広まると思う。実態を知らずに立候補する人間も多い。 

議長  地に足の着いた政策があまり見られない。今回の選挙の争点は政権交

代と言っているが、政権交代するのが選挙である。何を巡って政策を

争うのかを軸にしなくてはならない。 

委員 ただ日本では、戦後ずっと自民党政権が続いてきたのでそういった意

識が根付いていない。今回は新しい一歩であると思う。政権交代がな

いと、本当に民主主義化なのかもわからない。 

委員 民主党が政権を取って、財源はどうするのかと思う。 

市長 財源は政権を取ってから考えると言っている。 

委員  地方分権を進めるのは政権交代なくしては難しい。今まではあまりに

中央集権だった。 

議長 マクロ的な視点ではなく、自分が当選するか否かしか考えないと間違

いを犯してしまう。 

委員 自民党は先にマニフェストを出すべきであった。 

議長 しかも政権党。政権党が現実的な政策を打ち出さなくてはならない。 

委員 解散するなら、政策について民意を問うものでなくてはいけない。 

市長 今度、首長たちが集まる｢国のかたちとコミュミティを考える市長の

会｣が開催される。こういった組織がいくつか立ち上がっている。基礎



自治体同士がどう頑張っていくか、基礎自治体ができることをどこま

で押し上げていくか。 

議長 こういった不況下では、自分さえ良ければという論理が働くようになっ

て、各国が近隣窮乏化政策をとる。崩れかけている世界秩序を立て直さ

なければいけない時に、このような傾向は危険である。 

市長 国も自治体もポピュリズムに走り過ぎている。それが怖い。 

議長 国が崩れ落ちている時こそ長期的なビジョンに立って手を打たなくて

はいけない。ポピュリズム的に近視眼的な利益を誘導するような施策

は大きな禍根を残す。 

理事 格差社会といわれている。役所は人を減らせということで非常勤職員

が増えてしまっている。そこでは、待遇面で同一労働、同一賃金にな

っていない。 

議長 職能別では無理で職種別でないとできない。海外では、より収入を増

やしたければ教育を受けて上の職種にステップアップする。 

  資格に応じた賃金が決まっていてそれに労働時間をかけている。 

中西洋氏の「給料袋の国際比較」で、日本の給料だけはどうしても解

読できないと書いている。外国は簡単に計算できる。 

職種別の賃金体系が確立していれば、代替職員も立てやすい。 

また、教育によりいつでもやり直しができるようにしなくてはならな

い。 

市長 地域自治区の問題について、今日は具体的な事例について伺えたが、

論点を整理した上で、再度議論をお願いしたい。 

議長 分権については大阪市が真剣に取り組んでいる。同志社大学の新川達

郎教授と四日市大学の岩崎恭典教授の研究が参考になると思う。 


