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第14回 浦安市賢人会議

１．開催日時 平成24年７月26日（木）15時30分～17時30分

２．開催場所 都市センターホテル607会議室

３．出 席 者 神野議長、大日向委員、西川委員、松崎市長

事務局 市長公室長、財務部長、市長公室次長、企画政策課長、行政経営室長、秘書課

１名、行政経営室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

(4)議事：これからの自治体経営について

① 浦安市復興計画の概要について

② こどもへの貧困連鎖を防ぐために

（閉会）

●市長あいさつ

市 長： 本日は、暑い中、またお忙しい中を、どうもありがとうございます。

昨年、復興計画の基本理念をこの賢人会議で出していただき、それをもとに復興計画

が完成した。そして５月25日に復興交付金が確定、６月議会で復旧関係の議案を出した。

工事の着手には少し時間がかかるが、総額で550億円の規模。これを数年間で終わらせ

る、大変な時期を迎える。浦安の復興は今のところ順調だが、日本全体では、政権が変

わるということが前提となっていて、復興をはじめとするさまざまなことに対し、国政

が機能停止している状態であると感じている。そういった中で、大日向先生が自民党政

権時代からがんばってこられた「総合こども園」も順調かと思っていたが、与党と野党

との取り引きの中で埋没して、女性の社会進出が修正を強いられる形となった。

ここに、ショッキングなデータがある。「自殺者の地域特性」というもの。厚生労働

省の生活援護局長が、講演会でたまたま私と目が合ったときに「浦安は子どもの自殺が

多い」という話をしたものだから、ちょっとクレームをつけたりして、そのときのデー

タを先ほどいただいた。決して子どもの自殺が多いわけではなかったが、人口が16万人

程度の規模の他の都市と比較して、浦安は20歳代・30歳代の自殺者が多いということが

わかった。

それから厚生労働省、半年間拘留されてしまった村木厚子さん。この方といろいろ話
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をして、国からの賠償金を、全額累犯障がい者らの立ち直りを支える活動の立ち上げ基

金に使ったとお聞きした。浦安市のホームレス、まさに貧困の最も底辺にいる人たちの

中に、かなり障がい者がいるというので、一自治体ではあるけれども、この貧困の連鎖

を行政として断ち切ることができないかと、常に考えている。これは私の今一番の関心

事であり、先生方にお知恵をいただけないかと考えている。

そして、子どもたちの貧困の連鎖も、こども園で何とか変えられるのではないかと思

っていた。せめて私どもの浦安からだけでも、総合こども園の火の手を上げていきたい

と思っているところである。

●議長あいさつ

議 長： 浦安の復興が順調だとお聞きして、安心した。岩手とか宮城では復興が全然進んでい

ないのに、日本の多くの人々がもうそれを忘れたかのごとく生活している。けれども、

被災地の復興の実態は立ち上がりが非常に悪くて、しかも予算もずいぶん未消化である。

復興に携わる人材のことまで含めて考えられていない状況がある中で、浦安の復興を心

配していたけれども、順調ということで、その点は一安心。復興計画に則って進めてい

くということであるので、今後も含めて、この問題は長く考えていかなければならない

と感じた。

それから、先ほど確認したのが、財政は大丈夫なのかということ。私のところには

「浦安の地価が…」とか、「固定資産税が…」という話が聞こえてくる。今のところ、

まだ不交付団体で、税収に関しても、いろいろ住民の了解を取りつけるにはご苦労され

るかもしれないが、どうにか今までの調整率というか、それとの関係でもって確保でき

る…、そういう理解でよろしいか。

市長公室長： はい。しかし、それでも地価は下がっており、何とか元へ戻したいということで戦

略は立てていかなくてはいけない。

市 長： その戦略の一つが、今日お配りしている資料の中の環境共生都市。これは、また、後

でご報告を。

議 長： わかりました。それから、さきほどお聞きした自殺者のお話。先進国、幸福度の高い

国というのは、お年寄りが自殺する。日本の場合には、中高年の男性が自殺する。最近、

子どもの自殺率が世界的に高いことが注目され始めて、発展途上国では子どもの自殺が

多い。スリランカか、バングラデシュか、どちらかが一番高い。少なくともどういう状

況で子どもの自殺が起きているのかということを、考えていかなくてはならないと思う。

ここ数日間、いじめの問題がクローズアップされているが、日本社会全体がいじめ社

会になっていて、少数の人々が不幸な状態に陥っていることを、反省しなければいけな

いのではないかと思う。テレビを見ていても、何か弱い人をいたぶって喜んでいるとい

う、そういう番組が非常に多い。一つひとつの事象だけではなく、そういう社会をつく

ってしまった背景面からも、反省をしていかないといけない。この問題も、どういう形
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で取り組んでいくのか、考えておかなくてはならない。

それから「税と社会保障一体改革の問題」。これは、思いどおりの方向に動くかどう

かを非常に心配している。特に地方財政から言うと、かなり困難な状況になるのではな

いかと思っている。浦安には関係ないかもしれないが、国と地方の税源の割合を、現在

行っている福祉で分けている。市が単独でやっているものを、入れるか入れないかで

「すったもんだ」したあげく、制度化されている単独事業だけを認める、ということで

分けてきたために、地方交付税で言っている「基準財政需要が積み上がらない」という

ことになる。今までやってきたことを、やればいいということになってしまい、新しい

仕事をする分を上乗せしようというわけではないので、基準財政需要は積み上がらない。

積み上がらない一方で、確実に基準財政収入、これは地方に消費税ということで基準財

政収入は増加するから、差額部分の交付税は必ず目減りする。

そうすると、三位一体改革と同じように一般財源は増えず、下手をすれば減り気味に

なって、中で税収だけが増える。だから、浦安は有利かもしれないけれども、一般的な

市町村財政で考えると、かなり困難な状況に追い込まれるのではないか。

さらに、ほかの税金が減税されなければ… という条件であるけれども、一方で不動

産取得税まで名前が挙がっていて、三党合意で抜本的に「見直す」ことになっている。

自動車取得税と自動車重量税も抜本的に見直すと。そうなると地方消費税の増加部分が、

他の地方税の廃止及び減税で食われるということになる。結局、自由に使える財源が減

ることになってしまい、地方自治体が独自に展開しようとする施策、特に住民の生活に

かかわる施策を新たに展開しようとすることが、困難になるのではないかと、危惧して

いる。

加えて言えば、ヨーロッパをはじめとする世界が、ここ10年ぐらいは混乱して経済的

に過酷な状況に追い込まれ、いつ、そういった波が日本を襲ってくるかわからない中で、

私たちは生きていかなくてはいけない。浦安市もそのあたりをしっかり見据えて政策を

執っていく必要があると思っている。

●委員あいさつ

委 員： 私からは二つ申しあげたい。まず復興に関して。浦安は順調に進んでいるということ

で、これは市長をはじめみなさんのご努力のたまものであると思う。災害に対する日本

社会の忘れっぽさを、痛感することが最近あった。私ども「あい・ぽーと」のスタッフ

の実家が阿蘇で大変な災害に遭って、土砂崩れで家が倒壊した。連日のようにテレビで

映像が放映されていたが、今はもう阿蘇の「あ」の字も言わなくなっている。でも、現

地は今が一番大変。この８月中に家を全部片づけないと援助をもらえないとか、老夫婦

がおじいちゃん・おばあちゃんを抱えて、老々介護の大変な思いをしているけれども、

メディアは一向に取り上げてくれない。そういう中で、まだ「３・11」は議長が言われ

たように、東北地方には人々の関心が多少向いていると思う。その中で、この浦安市の
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未曾有の災害受難に対して、市内外の注目をどれだけキープして復興をやり遂げていく

かというのは、これからが本当の大変なところ。これ（浦安市復興計画書）を拝見して

改めて思ったが、間違いなく再生創生に向けて考えていただけるのではないかと期待し

ている。

もう一つは、市長の「貧困の連鎖を断ち切りたい」という、言葉。私は非常に胸を熱

くして聞かせていただいた。今、子どもたちの貧困というのは想像以上のものがある。

敗者復活が不可能な時代になっている。私の子ども時代は、みんな貧しかったので、親

は貧しくても子どもはそうではないという敗者復活があり得た。ところが、今は親の年

収・階層によって子どもの生活スタイルがほとんど決まってしまう。

この間、ある知人と話した。ご夫婦ともキャリアで、なかなか家庭を顧みることがで

きない。同じような働き方をしている親御さんというのは、保育園時代など振り返って

みると、いわゆる夜のお仕事をしているシングルマザーのお母さんたちであったという。

「働く」ということでは、お互いに共感を持つことができたと。それを聞いて、私は

「じゃあ、一所懸命、身を粉にして働いているシングルマザーのお子さんも、そういう

お母さんたちの苦労を知っていらっしゃるから、けなげに立派に成長されているでしょ

う？」と聞いたら、もちろんいい子なんだけれども、満足に学校教育を受けられていな

いと言うんです。もう実際には中学校中退ぐらい。そうすると、読み書き算数ができず

に運転免許が取れない。運転免許が取れないと、自転車でしかアルバイトができない。

就職ができずに、もう一つの貧困層が再生産されていく。そういう中で、子どもたちが

どんなに傷ついているか。例えば、これも悲しい話であるが、小学校低学年の女の子に、

先生が「あなたは近眼だから、お母さんに眼医者さんに連れていってもらいなさい」と、

身体検査の結果を渡した。ところが、その子はそれをその場で破いた。「こんなのを持

っていったら、お母さんが眼鏡を買わなければいけないと思ってしまう。でも、うちに

はそんなお金がありません。こんなのを持っていきたくない。」と、そういう話を聞い

て…。

他のＯＥＣＤ（＝経済協力開発機構・日本を含む34か国が加盟）の国々は、子どもの

教育の初期に本当にお金をかけている。日本も子どもの初期教育にお金をどれだけかけ

られるかが、問題。しかし、先ほど議長から、何かお金をかけられないような、そんな

お話をお聞きして…。私は社会保障の必要性について「子どもにお金をかけてくれるか

らこそ」と思っていて、一所懸命やってきたがそうでもなさそうで…。

でも、市長が、浦安は子どもたちのために、幼保一体の理念は実現してくださるとい

うことで、そこに期待している。今後とも、どうかよろしくお願いしたい。

委 員： 復興計画を昨日読ませていただいて、非常に、本当に力の入ったすばらしいものであ

ると感じた。つくられたみなさんに心から敬意を表したい。何かどこかに文句つけてや

ろうと思っていたが、文句のつけようがなかった。
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ここでちょっと企業の話をしたい。企業というのは、今「断捨離経営と煩悩経営」、

この二つに分かれている。断捨離をやっているところは経営がいい。煩悩でやっている

ところは、もうどんどんだめになっていく。

例えばアップル。iPhone、これだけです。あそこは、世界最初のパソコンメーカーだ

ったにもかかわらず、もう iMac なんてどうでもいい、もう携帯で生きていくという。

“Apple”と書いてあれば、この下につけなくても、もう意味がわかる、これでやって

いくんだと。

さらに韓国のサムスンとＬＧは、今年、日本で新しい製品を発売する。韓国のメーカ

ーが日本で、日本のメーカーには作ることができない有機ＥＬテレビを発売する。韓国

のテレビと言うと、日本から見てやっぱりまだ遅れているだろうなと思ったりするが、

全くそんなことはなくて、逆にソニーやパナソニックができないことを、あえて日本に、

世界で初めにぶつけてくる。これからはもう「有機ＥＬのサムスン、ＬＧ」それだけで

わかってしまうと。つまり、最先端の技術でつくった最先端の製品を供給する。

このすばらしい（復興）計画をつくられた現在、ぜひ、断捨離地方自治体と言うか、

浦安は「これをやるんだ」というのをアピールしていただければ、いいなと感じる。

「あれもこれもやります、みんなやります」と言うと、力も分散されるし、住んでいる

人にとっても、あるいは外部への発信力もぼやっとしてしまう。煩悩経営みたいなこと

になりかねないと感じる。

もう一点、子どもについて。本当に貧困は許しがたいので、これは国の話になるが、

とにかく子ども手当を、今の３倍でも４倍でもいいから出して「子どもがいる」という

ことで、財政的に苦しいという家庭がいないようにすべきだと思う。そのためには、も

う消費税をもっと上げても仕方ないと思うし、ある意味、年金を削減するのもやむを得

ない。そして所得税、これについても累進性を強化していくのはやむを得ないと思う。

とにかく、子どもへお金を使わないと貧困連鎖は絶対に防げない。精神論でなんだか

んだ言っていてもしようがない。とにかく子どもがいるのであれば、これだけのものが

国、そして自治体からベネフィット（特典）として与えられるものがなければ、議論し

ていてもしようがないという感じがする。

●浦安市復興計画について

議 長： 今となっては遅いのだが、東日本大震災を見たときに、今回の日本の復興のやり方が

おかしかったと思うのは、「緊急にやらなくてはいけないこと」と、「後でじっくりや

ればいいこと」を分けずに、緊急にやらなければならなかったことが、後回しになって

いった点である。

私が浦安の様子を聞いて、よかったと思ったのは、まず市民生活を早期に復活させる

ことを基礎にした点である。東北の被災者の人たちに寄り添って話を聞くと、やはり生

活のリズムが災害で中断されている。その中断された生活のリズム、とにかくもう一回
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動き出したい。前とは違う、同じではないにしても「とにかく生活のリズムを取り戻す

ことを最優先する」という観点が、東日本大震災の復興において抜けていたのではない

かと感じられる。それと、もう一つ。これも総務省の責任であるけれども、住民税の増

税をして、それを防災に使えと指令を出している。しかし、今回の災害では「津波」し

か考えていないような風潮がある。私たちが暮らす日本列島は、ここ（浦安市復興計

画）で言う「環境共生」ではないけれども、災害と共生しないと無理な列島なので、い

ろいろな災害が起こり得ることを想定して、ゆとりというか遊びというのか、そういう

力を地域ごとに蓄えておく必要があると思う。

さらに、報道等でご存じと思うが、今回のようなマグニチュード９以上の地震が起き

て、近くの大きな火山が大爆発しなかった例というのは、今まで一回もない。あの地震

（東北地方太平洋沖地震）が起きた後、すぐに富士山の周りで地震が起きたんですね。

これはもう完全にマグマが上に上がった状態になっていて、これがもう大変なことにな

るだろうと心配したら、今はおさまっていると。おさまっているんだけど、事態が改善

されているわけではない。いずれにしても、あと２年以内に火山が爆発しなかったら、

世界で初めての例になる。今の富士山が爆発すると、２つの爆発タイプがあって、溶岩

がどろどろ流れ出た場合は富士市、向こう側の駿河湾の方に流れ出る。もう一つは、バ

ーンと噴煙が上がる爆発のタイプで、これが起きたときには衝撃波が走って、こういう

ガラス張りのビルが、下手をすると全部破壊される可能性がある。噴煙、火山灰が飛び

散る。東京では浅間山以来、経験していないが、それが飛び散ったとき、かなりの厚さ

が積もったときにどうするのかと。どういう行動をとったらいいのか。これはガラスの

破片みたいなものになっているので、吸い込んではいけない。じん肺になってしまう。

とにかく、爆発したら吸い込まないようにしないと、だめなんだけれども…

委 員： 富士山の爆発で東京がそうなる？

議 長： そうです。噴煙が。ここら辺、浅間山が爆発してもすぐ来るので。この間の小さな爆

発でも、さいたま市では火山灰が…

委 員： ガラスが割れるのは、ここも？

議 長： 衝撃波で。その衝撃波の強さによりますけれども。火砕流が走った場合には、あれ時

速200キロで走りますからね。ポンペイ最後の日は火砕流。とても逃げ切れない。だか

ら、どういう噴火形態になるかわからないが、衝撃波が強いのか、火山灰が積もってし

まう爆発なのか、わからないけれども、いずれにしても、そのときにどういう行動をと

ったらいいかということは、あまり教えられていない。

何か直下型地震が起きたときには、どう逃げなさいとか、津波が起きたときにはどう

しなさいとかというのは、みんな知らされているんだけれども、火山灰が降ったときに、

どういう行動をとったらいいのかとか、あまり教えられていない。

市 長： 議長が言われた、先ほどの東日本大震災の宮城の震源で近くの火山というのは、富士

山のあたりまでのことと理解してよろしいですか？
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議 長： 今、マグマが上がっているところが幾つかあるけれども、富士山。浅間山は大丈夫か

なといったら、浅間山は大丈夫。東北の山々とかで、幾つかデータを出しているはず。

市 長： マグニチュード９以上の大きな地震のときに、３年以内…。

議 長： ３年以内、というか、研究者は必ず２・３年以内に起こると言っている。今までの災

害の歴史の中で起こらなかった例はないと。浦安にどういう影響があるかというのは、

ちょっとわからないけれども、いずれにしても「次の災害はこういう災害だ」と、決め

打ちをしてはいけないのではないかと思う。私たちはいろいろな災害と共生して、この

日本列島で生きてきた。先日の大雨…、気候も荒々しくなっている。

今回の教訓として生かすべきなのは「私たちには思いもよらないことが起こり得る」

ということ。今までに経験していなかったこともあるけれども、経験していること、ど

ういうことが起こるのかという想像できることもある。いろいろな災害への対応を考え

ておく必要があるのではないか。この間も言ったと思うが、今、経営の方でもレジリエ

ンス（復元力・回復力）という、ねばり腰と言ったらいいのかな。粘りがある経営、粘

りのある社会。何か起きたときに、ねばり腰でがんばれることをつくっておくことが重

要で、浦安でも何回も市民の会議を重ねながら、復興プランなどをつくっている。そう

いう協働作業していくことが重要である。チャスキン（Robert J.Chaskin）の言葉で言

うと「地域力」、「コミュニティ・キャパシティ」。共同社会・コミュニティ内で生じ

ている共通の困難、さまざまな問題を解決する能力、これをコミュニティ・キャパシテ

ィと言っている。

例えば水不足になったとして、コミュニティ内の人間が自分勝手な行動をとり始めた

とする。すると、全体がおかしくなり、自分勝手な行動をとった当人にもいいことはな

い。そういう事態になりかねないことを、わかっているかどうかということ。その地域

の市民それぞれの個人の力だけではなく、凝集力、問題を解決していくための全体的な

力。どういう問題が起こるのかわからないので、いろいろな問題に対応できる、コミュ

ニティ・キャパシティをつくっていく。「そういうことは重要ですよ」と、お説教して

も始まらないので、共同作業を幾つも幾つも展開していくこと、市民の協働で取り組む

問題をつくっていくことが重要なのではないか。

それから、もう一つ。環境共生都市ということで、こうした考え方は重要であると思

うが、浦安には自然環境があまりないということをデメリットとするのではなく、逆に

メリットと読みかえるような形で環境問題を少し考えていった方がいいかな、とも思っ

ている。国土庁が出している本で『ほどよいまちが創るいくつもの日本』というのがあ

る。これは、私がまとめたもので、それぞれの地域社会が生活機能、人間の生活機能を

包括的に完結できるまちづくりにしようというもの。人が生まれ育ち、老いていくため

のさまざまな機能が、その地域で完結するようにしておこうと。何かをやるにはこっち

の地域に行かなくてはいけませんよ、ということではなく、完結できるようにしておこ

うということを提案した。
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震災後、この考え方が一番重要なんじゃないか、と言ってくれている人たちがいる。

先ほどの環境共生などの場合に、これ政策的には幾つもやっていて、総務省でも緑の分

権改革の中で予算くっつけて、エネルギーの地産地消とかというのをやっている。幾つ

もプランが動いているとは思うが、個々のエネルギーを地産地消するということだけで

はなくて、人間の機能が浦安なら浦安の地域社会の中で、安心して子どもを産み、育て、

働き、老いていくことができるという生活機能を完結していく。こういう幾つもの地域

をつくっていく、ヨーロッパの地域再生の合い言葉だと「ポリセントリック」と言って

いる。多心型、幾つもの中心があること。ポリセントリックとレジリエンス。エネルギ

ーの地産地消だけではなくて、廃棄物がちゃんと地産地消できているか、ケアとか医療

がちゃんと地産地消できているかどうか…。そういう生活機能ごとに、きちんとその地

域社会で完結していくという中で、環境といったときには、広い意味で人間が生きてい

くための生活環境であるから、単なる自然環境だけではなく、生活環境そのものが、そ

の地域社会で完結できるようなプランにしていくことが、大切であるという印象を持っ

た。

委 員： 議長のお話にあったように、災害時における市民生活の早期の復旧、再建というのは

非常に重要である。例えばヨーロッパ、アメリカの災害支援チームが現地に行って何を

するかというと、まずは規則正しい生活を送らせるのである。起床は何時と決め、軽い

運動をして、自己紹介もさせて、ご飯を食べてもらって、休み時間もつくるけれども…。

とにかく規則正しい生活をすることによって、前の生活リズムを取り戻す。そうするこ

とが、やはり心のケアにつながる。かわいそうだから、疲れているから寝かせておこう

とか、そっとしておこうとか、これは、絶対だめなんだそうです。

それと同じ延長上で、市民生活というのは、通常どおり行えるように、早期に復旧し

ていく。これは非常に大事なこと。よく報道で「せっかく避難してきた地域のお年寄り

やいろいろな人がいるのに、避難所をどうして閉じてしまうんだ」ということを言うけ

れども、やはりプランに基づいて仮設住宅に移ってもらい、自立してもらう。そういう

プロセスを経ていかないと、人は弱くて、何か内向きになって、うつ病になってしまう。

あるときが来たら、ここで次の段階に進む、そういうことをきちんと進めていくことが

大切である。

次に、２点目として。企業から最近言われている、ビジネス・コンティニュイティプ

ラン。何があっても企業活動を続けていく、そういう体制をとる。これが、企業戦略の

再優先事項の一つに挙がっている。例えば、日本経済新聞社グループだと、テレビ東京。

今は神谷町（東京都港区）にあるが、この前の地震でひょっとしたら危ないかもしれな

いということで、何かあったら日経ＣＮＢＣに移るということで、中継車を10台ぐらい

並べて、一度大阪に送って、大阪から流すという実験を４回やって、アンテナの確保と

か、ケーブルがどれぐらい必要だということを、ものすごい金をかけてやっている。
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市 長： これはどのマスコミもやっていますか？

委 員： みんなやっています。さらにテレビ東京は、本社を移転する。危ないので何があって

も大丈夫なところに移すと。さらに、日経の大阪本社。これも川のほとりにあって、津

波が来たら終わりだというので、結構新しい社屋であるが、これを移すことに決めた。

この不景気の時期に、膨大な金をかけているけれども、やっぱり新聞やテレビが止まっ

たら終わりということで、我々の給料を削ってでも「やる」ということになった。大阪

の今の本社ビルなんて借り手がつかないだろうけれども、それでも移してしまうという

ことをやる。

浦安市にとってみると、市庁舎、市の中心…。いろいろな意見があって、例えば建て

替えると豪華になるとか、市民の税金を使うとからなんとかと言っているけれども、一

刻も早く、何が来ても大丈夫な、そういうものにしないと司令塔にならない。今のまま

では、いろいろ分散しているし…。できるだけ早く、別に豪奢じゃなくていいので、ど

んな事態にも耐えられる、とにかく何が起きてもそこから情報発信と、行動に移せるよ

うな拠点をつくらないといけない。本部が壊滅したらもう終わり。なので、民間もみん

なそうしている。そして、さらに言えばバックアップも用意しておくべき。いろいろな

データを、引き出せるようにしておくということが、大事であると思う。私なんかもそ

うなんですが、これまでは大きなビルを建てると、みんな偉そうな気持ちになって、技

術マインドを取り違えてしまうのではないかと、敬遠してきた傾向があった。

３つ目、（浦安市復興計画中の）「新生浦安に向けた復興まちづくり」について。こ

の前段部分ができていれば、ここの復興というところは、ある意味カッコでくくっても

いいと感じたところ。もう少し柔軟というか、次の明るい方向性を示すようなものをつ

くってもらえればな… という気がする。キーワードはやはり「子ども」という感じが

するけれども、日本一、子どもを持っている人に優しいとか、暮らしやすい、そして勉

強しやすい、いじめがない、そんな魅力的なまちができたら間違いなく人は増えていく

し、いいコミュニティができていくだろう… という感じがする。ここにはお金を使う

べきだと思う。

さらに言うと、柏市。柏がよくなったのは、柏キャンパス。あれを最大限にアピール

して、地域とのコミュニティとか高校生の見学とか、いろいろなことに使って、非常に

柏のイメージが上がったし、ブランド力もついた。実際に柏市民もできてよかったと思

っているし、使えるようになったと。最先端の技術がそこで誕生するということで、単

なるイメージアップだけではなくて、実利的に非常に助かっているし、首都の研究なん

かもやってくれる。浦安にも、そういう何か核になるものが欲しい。

●こどもへの貧困連鎖を防ぐために

市 長： 貧困の連鎖を考えるときに、自殺というのも本当にどうしようもなくなって死ぬので

あろうけれど、冒頭で言った累犯障がい者（生きるために、ともすると刑務所に入るこ
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とを目的として罪を繰り返す障がい者）というのも、貧困の一つのアウトプットである

ように思う。秘書の給与問題で2001年に実刑判決を受けて服役した元国会議員の山本譲

司さんが『獄窓記』『続獄窓記』と、本を続々出した。彼は刑務所内で知的障がい者の

世話をし、それを『累犯障害者』という本にまとめている。それをもとに今度は、村木

厚子さんが、賠償金（2009年郵便不正事件で逮捕され、2010年９月に無罪が確定、国家

賠償請求で得たお金）全額でその基金をつくった。本当は村木基金でもいいんですけれ

ども「共生社会を創る愛の基金」というタイトルで、累犯障がい者をなくそうと。貧困

の一番極端な形が、意識なく能動的に罪を犯す人。反対が、ホームレスなのではないか

と思う。両極ですね。今、浦安にはホームレスが30人くらいいて、２～３日前に私自身

がちょっと話をしながら５～６人に聴き取りをしたのだけれど、すごく人がよさそうな

人ばかり。みんな明るくて。

ＳＳＳという団体をご存じですか。弁護士のほか、そうそうたる人たちがついたＮＰ

Ｏで、少し社会的な問題になっているけれども、これがホームレス対策に乗り出してい

て、住まいを用意して生活保護費をとってやっている。生活保護の手当が十何万出ると

きの４分の３ぐらいを取ってしまう。住まいだ、いろいろな名目で。それで生活をがん

じがらめにされて、結局、それがいやで出てきている、というのが、６人会ったうちの

半分。あそこには戻りたくないと言っている。結局、自由気ままがいい、みたいなね。

明らかな知的障がい者はいない。いないけれども、やっぱり社会に適合ができない。ニ

コニコして、何か自分に対する視線を逸らそうとする、そういう雰囲気だけは感じる。

委 員： 軽度の発達障がいとか…。

市 長： そうじゃないかな、と思うんです。

委 員： 発達障がいの子どもを持つ親御さんは「死ねない」と言う。自分たちがもし死んだら、

この子がどうなるのだろうかという不安。発達障がいは増えていて、対策は後手になっ

ているので、もっとそういう累犯障がい者やホームレスが増える危険性は高いかなと。

市 長： 今、ホームレス対策は市町村におりてきた。我々がやると、まず住まいを用意しなけ

ればいけない。

委 員： 年代は幾つぐらいから？

市 長： 大体50歳代、60歳代。

委 員： じゃ、もう親はいないし、もう帰れない。

市 長： でも家族はいると言う。兄弟がいると。北海道、青森から来たと言うのが３人。「長

男だ」という人もいた。この人たちに市が住まいを用意すれば、きちっと生活保護もら

って仕事がんばれるのか。市でどこまでやればいいのか？ というのも悩ましい問題で。

でも、そういう底辺から救えないかと思っている。

大日向先生が取り組んでこられた総合こども園。４～５歳の幼児教育をきちっとしな

いと、小学校前に幼児教育を受けている・受けていないの差が埋められない。生活援護

局長も、そのあたりから実は貧困がスタートし始めると言っていた。この差がさらに開
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いてくると、もう高校へ行くなんていうことは考えられない。それを何とか止めるため

に、一番初めのところで、スタートから直していかないと。

委 員： 子ども手当を増やしたらこれが解消するかというと、そう簡単ではないと思うが、と

にかく子どもがほかの人と同じレベルで、勉強できる・遊べるということに効果がある

と思う。それは行政の最大の役割の一つであろう。子ども手当などというのは、例えば

地方自治体側で上乗せするということは、できませんか？

市 長： やろうと思ったらできますよ。

議 長： できますよ。できますよね。

市長公室長： はい。

市 長： ただ以前、私が子ども手当に反対したのは、国が本来やらなければいけないことを、

全部市町村に押しつけたということ自体が「おかしいでしょう？」とやったんであって、

やっぱり基礎自治体の役割というのは、現金給付ではなくて現物給付だということ。こ

のことは、議長もずっと言われている。そこは、もう一所懸命頑張っているのだけれど

も。

議 長： ドイツとスウェーデンとの比較で、ドイツは「女性が家庭にいて子どもを育てるとい

うのが任務」という考え方が非常に強いので、家庭で育てる。さきほど問題になってい

るような、親のことによって将来が規定されてしまう傾向がある。一方、子どもの育て

方が社会化されているスウェーデンは、格差が少ない。ドイツではトレーナビリティ、

つまりいろいろな状況に対応が可能であるかといった、日本でいう「つぶしが利く能

力」、それをある程度子どものうちに、身につけることができるか・できないかという

ところで、非常に大きな差が出てくるという研究は見たことがある。

委 員： スウェーデンとドイツでは自殺率はどちらが高いのだろうか。

議 長： 自殺率というのは、スウェーデンも結構高い、今では少なくなっているが、スウェー

デンは年寄りが自殺する。スウェーデンでは、年寄りの自殺に尊厳死を含んで数えるの

で…。延命措置を拒否する人が多い。そこまでして生きたくないという人が多いので、

そういう生き方がない。

もう一つは、11月に圧倒的に死ぬ。なので、気候も影響しているんじゃないかと。

市 長： 日本人では、もたないと言っていましたよね。

議 長： いや、あれはちょっと…。それに、もちろんホームレスなんて２月にできない。マイ

ナス40度でできないけれども、割と自由に生活はできる。というのは、あそこではホー

ムレスのホテルがあって、そのホテルは下で運営するための商品を売っている。それを

買うと、そのホームレスのホテルの運営費用になるので、みんながそこで買う。障がい

者も、障がい者の工場があって、そこで売っていて、みんながそこで買ってあげるとい

うのが割と多い。そういう意味では、ホームレスも自由に生活している。ホームレスと

いうのは結局精神的なものもあるので、強制的に何かをやらせるという話でもない。だ

から、自由に泊まって大丈夫ですよということを準備しておいて。それは働きたくない
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というか、精神的にそういう人もいるので、そういう人もちゃんと大丈夫なように、そ

ういうホテルが幾つもある。

市 長： 浦安のホームレスは太陽をさんさんと浴びて、うつの傾向は全くなかったですね。

議 長： 名古屋のホームレスを見たときも、ちゃんと背広を着ていて、パソコンも持っていた。

高速道路の下に住んでいて、ばしっとして出てくる。いろいろですよね、ホームレスも。

市 長： 浦安（のホームレス）も、元職人ですから、大工道具をみんな持っていて、台風にも

耐えられるように住処をつくってある。中を見るとウエットスーツもあって。ウエット

スーツ着て、東京湾でワタリガニを取って。そうすると市民が買いに来るんだそうです。

みんな健康そうで。

議 長： 子どもの貧困への対策というのは、総合的な政策でやらなくてはならないと思うが、

やはり「子どもを社会的に育てる」という考え方が必要。さっきの手当とサービスと両

方で、子どもは社会の宝という感じで「育てていく社会」ということしか、考えられな

い。あとは背後の問題。大人の、何というのか、格差や貧困ができてしまうというのは、

また別なことが必要ですよね。当面生活の場でできることというのは、そういうことな

のではないだろうか。

委 員： ただ、小学校でもう差がついてしまったら、差は埋められずに行ってしまうわけで、

少なくとも中学ぐらいまではみんなができるだけ平等に学力がつくようにするのが、自

治体の役割の一つではないかと思う。確かに市長がおっしゃる現物支給というのは望ま

しいけれども、これだけでは埋め切れないものがあって、本来なら国がやるべきことな

のだろうけれども、そこを何かカバーできないのかなと。やはり、現物といってもその

効果というか効能に限りがあるし、その分を、地方税で何かうまく…

議 長： 地方税が出ていけないね、これ。つまり、保育園にしろ、認定こども園にしろ、幼稚

園にしろ何でもいいんだけれど、幼児のプレスクールを充実していくということが一番

重要なこと。もちろん、そういう意味では子どもの口にするものと、身にまとうものの

お金は、子ども手当で出してあげればいいと思うが、そのほかのものを子ども手当で買

ってこいといっても、そういうサービスがなければ意味がない。そのサービスは地方自

治体が出していかなくてはいけないけれども、今、ここの社会保障と税一体改革のとこ

ろで、財政的にそうした資金が浮いてくるかというと、浮いてこない。

市 長： 7,000億円を確保したという話は？

委 員： 7,000億あれば十分なはず。住宅プラス4,000億を…。

市 長： 請求額は１兆で、7,000億は確保したと聞いていたが。

議 長： いや、地方でどれだけおりてくるかと。

委 員： かつ、今度政権が代わったら、国土標準化計画なんかに吸い込まれて、なくなってし

まうなんていうのは、あり得る話…。

委 員： もし政権が変わったら、子育ては家庭の第一義的責任論がまた復活する。そうすると、

現物支給…。
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市 長： 大日向先生とこの前、野田聖子さんと少子化特命大臣をやった小渕優子さんのところ

行った。自民党の中ではやっぱり女性問題・子育て問題、ほとんどマイナーな状態だと

言っていた。

議 長： 7,000億がどのような形でついているか…。つまり補助金として予算がついていても、

地方に来るわけであるが、補助金でついていれば、地方自治体負担分が、きちんとでき

るのか？ ということが問題になる。それができなくて未消化の状態になってしまえば、

目的は果たせない。それはどういう形で出てくるのであろうか。国で7,000億投下して

も、サービスなので、結局やるのは地方自治体になる。そのお金がどうやって地方自治

体にいくのかということ。

委 員： 子どもに給付という形で。目的別に給付を行うとは聞いているが…。

議 長： 給付で…。給付というと、子どもに来る。子ども個人にお金出すんですか？

委 員： 基本的には個人給付で、それを施設に納めるという方式であった。総合こども園のと

きは。

議 長： こども園に入る人の保育料というか負担料がサポートできると、そういうことですね。

委 員： それともう一つは、こども園の数の目安。施設数の増加。

議 長： そちらは、施設の補助金で出していかなくてはいけないので、補助金です。

委 員： そうですか。

市長公室長： 認定こども園であれば、補助率は国が２分の１、県が４分の１、市は残りの４分のを

１出して… という部分ですから。

議 長： 「全部国が出してあげますから、地方自治体が運営している認定こども園に行きなさ

い」と言ってくれるのであれば、地方自治体も「じゃ、そのまま配りますから」と言う

はずなんだけれども。しかし、普通は３分の１を国が持つから、あとの３分の２は地方

自治体が持ちなさいと。補助率幾らでやっているのかわからないけれども、３分の１ぐ

らいでしょう？

市長公室長： さっきお話した認定こども園では、国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１。そ

こは施設整備の話ですからね。

議 長： 今、施設をつくったときには、国が半分出してくれる。そうすると、残り半分を出さ

ないとだめ。地方自治体としては、それをひねり出す。しかし、運営のお金は担保され

ていないので、なかなか難しいのと、認定こども園については地方自治体の方で、賛否

両論がある。

市 長： セレブ系の名門幼稚園の反発というのは、ものすごく大きい。

委 員： 今の認定子ども園というのは、木に竹を接ぐみたいに幼稚園と保育園をくっつけてい

る。今度、給付も所管も動かされるので、こども園ではない形ですでに合体化した施設

を自前で持っているところも、自動的に幼保連携型になってゆくはず。

議 長： いずれにしても、地方自治体でそのときに出すものがないと。結局、地方消費税を使

うのかな。地方消費税が1.2％で来る。ただ、1.2％のうち、さっきも言った自主財政と
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かいろいろあって、そこから臨時財政対策債とか出す。そうすると、社会保障の強化に

使える部分というのは、理屈の上でも限られている。そういう理解でいいんですよね？

市長公室長： はい。

議 長： ごくわずかしか使えないということになると、そのうちのあと0.53部分は、交付税財

源になるので、浦安なんかには来ない。ただ、今、特交（特別交付税）をもらっている

から、特交ではいいかなと、そういう感じでしょう？

市長公室長： そうです。

委 員： お金のことはちょっとわからないけれど、浦安は就学前の子どものいる生活保護世帯

というのはどのぐらい？

市長公室長： 就学前の子がいる生活保護世帯…、ちょっと今、出ません。

委 員： 数は後で結構ですけれども、幼稚園だろうが、保育園だろうが、親に一定以上の経済

力と学歴があるのなら、それはどっちでもいい。でも、一番弱いところが幼児教育を受

けられない。そのまま小学校・中学校で必ず落ちこぼれていくので、そこを何とか手厚

くしていただきたい。

市 長： 浦安は、市立幼稚園が月5,000円で、もう二十数年値上げしていない。保育園の方が

はるかに高い。

委 員： そうですよね。だから、保育園に入れざるを得なくて働いているのか、働かざるを得

なくて保育園に入れて、幼児教育を受けられない層がどのぐらいあるのか。ここが心配

なところ。

議 長： これから年末まで、さきほど言った基準財政需要を、どこまで積み込めるのかという

のはだれにもわからない。

委 員： 単なる待機児童対策ではないのだということが、うまく伝わるとありがたい。

市 長： 昨年の震災前に、国土審議会の政策部が出した人口の予測（資料：我が国の人口は長

期的には急減する局面に）。８年前の2004年がピークで、そのあとはもう人口減少で８

年経過した。2011年は、亡くなった方が125万人、出生数は105万人で、過去最大の人口

減少と言われた。このままいくと、最悪の場合、2100年には明治維新のころと同じ状況

まで落ち込む。ただ、明治維新と決定的に違うのは、高齢化率。本当にここまで来るの

かなというのはあるが、少なくともこれまで８年連続で人口減少に歯どめがかからない。

合計特殊出生数も変わっていないけれども、実は分母の母数が少なくなっているという

典型的な少子化加速の状態ということ。このためにも何とか子どもたち、お母さんたち

に視点を当てなければいけない。国力を上げるためにも。

委 員： フランス化するしかないのではないか。つまり子どもが生まれたら、結婚していよう

がしていまいが、子ども手当を支給する。２人目は手当が1.5倍、３人目は２倍。子ど

もがいるとものすごい特典がある。美術館、博物館の入場料が無料になったり。教育的

効果も見込んでいるし、３人以上だったら鉄道運賃が半分とか、こんなパンフレットが

あって、生まれたら渡してもらって、それを説明してくれる人がいます、こんな特典が
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ありますと。

ここまでいくと、結婚はどうなんだということになって問題になるかもしれないけれ

ども、それだけのことをやらないと合計特殊出生率は2.0までいかない。フランスは2.0

を超えている。

委 員： フランスは本当に手当が手厚い。同時に、就労継続が保障されていて、多様な保育が

保障されている。長時間保育も短時間もパートも。同じ保育園が、夜中の10時までずっ

と預かったりする。６時に帰る子もいれば、10時まで、親の仕事に合わせて預かってく

れる。しかも、ものすごく安くしている。

娘が今度フランスでお産をする。日本に帰ってこないで、絶対にフランスで産む、フ

ランスで働き続けると言っている。

委 員： フランスは全然扱いが違う。フランスでは、女性が出産後に職場に戻ったとき、同じ

ポストか同じ水準のポスト以外だったら、企業は罰せられる。ポストを下げたり、変な

ところに移すということは認められない。それだけのことをして、やっと合計特殊出生

率2.0を維持している。

委 員： お金と保育と仕事…。

市 長： 日本の現実は本当に深刻ですね。

議 長： ただ、明治維新のころと現在と、どっちが大変かといったら、絶対明治維新の方が大

変なのではないかと。だから、そんなに心配いらないのではないかと思っている。

大体、日本は私の小さいころから、何で貧しいかというと「人口が多いからだ」と教

えておいて、今さら人口が少なくなって不幸になるなんて、いいかげんなことを言って

くれるな、と感じている。

さっきの話に関連して。かつてフランスの政策と全く同じ施策をやろうと言ったこと

があって、これは厚生労働省の50年史であったかな、見てもらえばわかるけれども、戦

争中に人口政策要綱というのが閣議決定される。これ、フランスが1932年にやった独身

者税、つまり結婚しない人に税金をかけようというもの。産めよ育てよですからね、戦

争中の。そして、いわゆるこども金庫というのかな、フランスがやっている金庫構想を

出してやろうとするんだけれども、大蔵省の反対でできなかったというのが出てくる。

フランスに行ったときに、向こうの責任者の女性と話していて「少子化対策で」と言

ったら怒られてね。「フランスは一回も少子化対策なんてやったことはない。私が産む

か・産まないかということについて、国家が介入するなんていうことはあり得ない」と

お説教されて。フランスは一切そんなことないんだと。これは何でやっているかという

と、貧困者対策であり、特に移民のための政策であると。「人口が足りなくて大変だ」

と言うなら、我が国のように移民をやればいい。それもしないで、何を言っているん

だ？ と、お説教を食らったことがあるので…。

委 員： ちょっとここで、議長に反論です。高齢化すると、消費というのは、ものすごく落ち

込む。新しい車を買う気もないですし、新しいテレビも要らない。消費が物すごく落ち
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込んで、なおかつ預貯金を取り崩しながら生活する。そうすると国債、今みんな持って

いますよね。これどんどん、保有していたものを手放すということになると、国債価格

はどんどん下がってきます。例えば本当に2100年に高齢化率40％になっていたら、国家

は破綻します。

議 長： いや、それはいいんですよ。ただ、いずれにしても、今メディア上で流行っている若

い人たちの意見は、やっぱり人生に定年制を設けるべきというもの。ここで問題なのは、

人口が減少するということではなくて、別のものを見ているということ。人口減少が問

題なのであれば、生きている人間を死なないようにして、それから子だくさんになれば

いいわけで、子だくさん長寿化政策を打てばいい。しかし、子だくさん政策はいいけど、

長寿化政策は困ると、明らかにそう言っている。

「私は２回、お国のために死んでくれと言われた」と、大内力先生が生前おっしゃっ

ていた。１回目は戦争中、お国のために死ぬ。もう一回は今で、医療費が大変なんだか

ら、早く死んでくれと言われてきたと。私も65歳過ぎたので、わかるわけです。とにか

く死んでくれと言われている。このことは何かというと、結局、日本人には労働手段の

担い手という、手段化した人間像しかない、ということ。だから、明治維新から伸びて

いくところが理想的になる。つまり、労働人口がどんどん増えていって、年寄りが早死

にしてくれる。だから、子だくさん早死に社会というのが理想的な社会であると、そう

いうことになっている。

世界的にいうと、人口は今や70億人を突破し、特にイスラムの国々は人口が急速に伸

びている。世界的にいうとそういう問題になっていて、多分日本もこう（資料のとおり

高齢者が増加し人口が減少していくようには）いかないだろうと思う。人口というのは、

移動があるんですね。アングロサクソンなんて、めちゃめちゃ動いている。これから世

界的に人口が動き始める。恐らく資料のとおりになるということはなくて、どこかで変

わるとは思う。問題なのは、いずれ人間は死んでいくのだから、労働能力を失ったとき

には人間は死ぬんだということを決めてしまえばいいという考え方。子どもたちは何で

大切かというと、人間として大切というよりも、労働の担い手に今後なっていく可能性

があるから育てるんだという考え方…。こうなったときに、社会はやはり崩れ落ちるん

じゃないかなと。

そして一番悲しいのは、若い人たちが60歳以上まで、生きる気がなくなってきている

こと。何でそういうことを言うかというと、自分はもう60年以上生きていて、考えてみ

れば、私の小さいときには人生50年だと言われていたので、50年経つと死ぬだろうと想

定して生きてきたけれども、またそういう時代になってきている。いろいろな意味でい

つもおかしいなと思うのは、短距離を走るのと長距離を走るのとは走り方が違う。私ら

はやっぱり人生50年だと言われてきて、そういう走り方、生き方をしていたわけですよ

ね。それが倍とは言わないけれども、人生が80年になったり90年になったりしたときの

生き方というのは、違うはずです。さらに長い距離を走るわけだから。でも何かどんど
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ん短距離走の生き方になってきているんじゃないかと。何か逆じゃないかと。

つまり、長距離を走って生きていくという生き方をしなくてはいけないのに、ますま

す社会は「短距離を走り切れ」というような生き方になってきている。だから、子ども

たちというか、少なくとも20歳代の人と討論すると、彼らはあまり長生きする気がない。

ちょっとこれは深刻な問題だと思う。つまり、強迫観念で短距離を走り抜けなければ、

という生き方になってしまって、それがやっぱりさっきの…。

市 長： 自殺者の問題ですね。

議 長： 強迫観念ですよね。だから、子どもたちにもみんなにも「みんなばたばた死んでいく

必要はない」と言ってあげたい。「大丈夫よ、ゆっくり長生きしても大丈夫なんだか

ら」と言ってあげるようなことをしないとだめなので、さっき言ったような皮肉な言い

方をしたわけです。

市 長 ： 話は尽きませんが、時間が来たようです。本日はどうもありがとうございました。


