
1

第15回 浦安市賢人会議

１．開催日時 平成24年11月20日（火）16時30分～18時30分

２．開催場所 都市センターホテル703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、市長公室参事、秘書課長、企画政策課長、行政経営室２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：環境共生都市への取り組みと、少子・超高齢化時代への対応

（閉会）

●市長あいさつ

市 長： 年の瀬も押し迫ってくる中、本日はお忙しいところをお集まりいただき、どうもあり

がとうございます。

賢人会議も15回目ということで、この前、環境共生都市であるとか環境未来都市、ま

た日本の高齢化の現状というお話をした。31年前、浦安は市制施行したが、その当時の

人口が大体、７万人ぐらい。それが今、16万であるけれども、新浦安駅の海側の小学校

区で、実は危機的な状況が起きている。その学区では市制施行した翌年、ちょうど小学

校１年生が201名いた。それが今年は30人である。同じ学区内で、今３歳児で住民登録

している、つまり３年後に新入生になる予定の子が、14人である。先ほどの201人、そ

れから今年の30人というのは、小学校１年生の入学者数のことを言っている。しかし、

今言った14人は、住民登録している３歳の子どもの数であって、この学区は新浦安駅の

すぐそばで、都心に非常に近いことから、私学の小学校に進む可能性も高い。そうする

と、浦安はこれだけ都心に近いのに、一つの小学校に３人といった、一ケタの入学者に

なる小学校が出る可能性がある。今、これを大きな問題として、学校の統廃合について、

地区の住民・ＰＴＡ・近隣に投げかけているが、もう１校、今度は新浦安駅の海側では

なく山側、こちらでも似た傾向があり、こちらは昭和63年に178人の１年生がいたけれ

ども、今年は59人となっている。

環境共生都市構想の実現、そして液状化対策をして、土地に少しでも付加価値をつけ

ながら、分譲住宅も含めた住宅市場の回復を図ることが、市のイメージアップにつなが

ると考えているが、一方で徹底して「子育てしやすいまち」、あるいは「子どもを安心
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して産むことができるまち」を、前面に出すべきじゃないかと、これらの数字を見て感

じているところである。かなり、思い切ったことをしなければいけないのではないかと

考えており、ぜひこの辺について先生方の率直なご意見、またアイデアもいただければ

と思っている。どうぞよろしくお願いします。

●議長あいさつ

議 長： 今、市長からお話のあったこの問題は、大日向先生をはじめ、ずっとしてきた話で、

そもそもまちそのものが「子どもを育てたいまち」であるかどうか。すべて包括した言

い方をすると「子どもが育ちたいまち」「みずから選んで育ちたいまち」であるか、と

いうことで、その背後にある考え方は、やはり、大地の上に人間の生活がへばりつくと

いう、当たり前の事実であろう。そしてもう一つ、総合的に考えていかなくてはいけな

いのは、まちそのものにコミュニティ、そういう地域社会がうまく乗っかって形成され

ているかどうかということ。多分、その地域の人たちの同質性がとても大切で、それか

ら移動性があると難しい。人の移動性があまり高くないことが重要なポイントであろう。

そこにコミュニティが乗っかって、地域社会に対する帰属意識が高いと、日本で言えば

沖縄のように全く少子高齢化しない。これ、移動しないことと、その中にいる人たちの

地域社会への帰属意識が非常に強いということです。

最近、チャスキン（Robert J.Chaskin）の“コミュニティ・キャパシティ”という概

念を、皆さんがよく使用している。コミュニティ・キャパシティを、どうして「地域

力」と訳すのか、よくわからないけれども、基本的には、その地域社会に生じている共

同の困難とか、共同の不幸みたいなものに対して「その地域社会が解決することができ

る能力」を、物差しにしている。一人一人の市民の力だけではなく、市民と市民との関

係性、ありきたりな言葉で言えば社会資本みたいなものを考慮すると同時に、行動様式

としては、割と利己的な行動をしない。災害時などに明らかになるけれども、例えば地

域社会の中で、だれかが「水がなくなりそうだ」と言って利己的な行動に走ってしまう

と、地域社会全体がうまくいかなくなることがある。この「地域力」を２つの点で押さ

えて、一般的な言葉にすると「幸福度」ということになり「子どもたちが育ちたいま

ち」とか、「子どもたちを育てたいまち」とかになる。結果としてそこに「子どもたち

がハッピーな生活を送れる社会をつくる」ことが重要かと思う。テーマとしては、「環

境と人間のきずな」といったことを、いつもここで言わせていただいてきたし、大日向

先生から教わったことでもある。そういうことを着実にやっていくしかない。

前にもお話したが、スウェーデンでは、高齢化率28％を超えた都市が、子ども誘致政

策を打ち出す。つまり、そこで「子どもを育てたいまち」にしてしまおうということに

よって、子どもを誘致する。「ここだったら育ちたい」というように、まちの真ん中に

噴水をつくって、保育園とか何とかいろいろあって、お遊びできるようなものが何かあ

って。でも、それにはもう一つ条件があって、ＳＯＨＯとか、つまりハイテク化されて
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いて、衣食住と仕事を一緒くたにできる生活様式があること。１週間に一回だけストッ

クホルムに行って打ち合わせすれば、あとは全部、家の中で仕事ができる環境。そうい

う社会になっていないと実現できない。日本の社会のようにいつも通勤して、人が動き

まくっている状況ではできない。情報化が進めば、情報を動かせば仕事は済んでしまう

から、人間は動かなくなって、地域に定住していく。向こうでは地域に情報が入って、

人々は地域で仕事をする。つまり、情報化が進めば進むほど、フェイス・トゥ・フェイ

スの関係が重要になるのと同じ。ますます、情報を動かすということに、いったいどう

いう意味があるのかということになる。この答えは「定住して生活できるようにする」

ということになる。結果として、そうなると言っている。ただ、日本人は「ヒト・モ

ノ・情報」とか言いながらも、動き回っているので、実現は少々怪しい。しかし、その

ような政策を打つという前提としては、やはり産業構造の変化であるとか、文化の違い

みたいなことはあるけれども、発想方法は同じ方法で十分いけるのではないかと思いま

す。

●環境共生都市への取り組みと、少子・超高齢化時代への対応

委 員： 浦安で、いろいろなお母さんたちと話していると「浦安は子育てをしやすい」と聞い

て来ている人たちが多い。「いいまち」であると。なので、浦安市の合計特殊出生率が

低くて、全国平均からも千葉県平均と比較しても低いと聞いて驚いている。ただ、デー

タを見せていただくと、全国平均を下回っている地域、舞浜とか入船とか弁天と、逆に

全国平均を上回っているところもある。高洲とか当代島とか北栄とか…。結構幾つかあ

って、ここはやはり市民性が違うのかなと思って見ていた。

あとで教えていただきたいのだが、政策を打つときには「どういう市民を増やしたい

のか」ということが一番肝心であると思う。少子高齢化対策と言っても、ただ子どもの

数が増えればいいということではないように思うし、どういう子どもと、どういう子育

てをしようとしている親を増やしたいか。それが今後の浦安の力になっていくわけであ

り「どのようになってもらいたいか」を明確に打ち出していく必要があると思う。

というのも、先週、ある教育系出版社が、ある子育て意識調査のプレスリリースをし

て、これは2006年と震災を経た2011年のこの５年間で、初めて子どもを持った親たちの

「子育て感」とか「子育て環境に対してどういう意識の変化があるか」を見たものであ

る。この５年間で、全般的には生活の質が上がっているという答え。これが、全国の四

千七百何十人という人たちの回答だが、具体的に内容を見ていくと、あまり喜べない。

生活の質は上がっていると言うけれども、回答が非常に内向き。例えば「夫が出産に立

ち会ってくれた」「あるいは夫が育児をずいぶんやってくれるようになった」「そして

夫と子どもが楽しそうに遊んでいることを妻としてうれしく思う」というような回答が

上がっている。ところが、情報収集・情報入手源というのは、もう全部ＳＮＳと、それ

からインターネット。新聞も雑誌もコミュニティ誌も、ほとんどもうゼロに近いような
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状態になっている。さらに、もっとショッキングだったのは「子どもを安心して預ける

場所が増えている」という。でもそれは、ただ行政等が用意した一時預かりを上手に使

っているということであって、地域の中で気軽に立ち話をしたり、子どもに目をかけて

もらえるような人は「一人もいない」と答えている人が急増している。逆に地域には期

待していないということになっている。

そういう若い世代は、確かに増えていて、とてもおしゃれで上手に生きていて、それ

でいて内向きで、家の中はきれいに整えて、そして行政が与えてくれたサービスは上手

に使う。でも、一歩、地域に足を踏み出して高齢者といろいろ話をしたり、頭を下げて

「預かってください」と頼んでみたり、ときにはお小言をもらったり… そういうのは

「よし」としない。そういう層を、どんどん取り入れていくのは案外簡単。子育てサー

ビスを充実して、きれいな街並みをつくっていけば評価が上がって、どんどん入ってく

るでしょう。でも、そうすると、子育てが終わった後、また出ていく。非常に子育てイ

ンフラ整備にお金をかけさせるけれども、用が済んだら出て行ってしまう。本当は地域

に根ざして、このまちで子どもを育ててほしいのに…。そうならないためには、さきほ

どお話のあった「地域力」というのを使って、あるいは「自分もそのメンバーとなって

育てていきたい」という人たちを、どれだけ取り込むことができるか。これは「まちづ

くりをどうしていくか」という、コンセプトにもかかわってくるので、そこを明確にし

ていく必要があるだろう。あえてそう申し上げるのは、浦安は本当に都心に近いので、

先ほど申し上げた、内向き世代というのが入ってきやすいから。そういう人たちが「子

育てしやすい」と言って入ってきても、「本当に浦安の地域力になるんだろうか？」と

いうところを、一度しっかり洗い直して、一時期は子どもの数が減ることに耐えながら

も、高齢者の方とかそういう地域の方々と力を携えて「地域力を高めていこう」という

市民をいかに増やしていけるかではないかと思う。

ぜんぜん、地域は違うんですが、今、子どもが爆発的に増えている、下條村って…。

議 長： 長野県の下條村、飯田の方、伊那ですね。

委 員： そこはもう本当に過疎で、子どもの数が一けたくらいになって、抜本的な改革をして、

今、爆発的に増えている。格安の子育て世代のマンションを増やして、いろいろな行政

サービスを提供する。そのかわり、そこにかかるお金は、いろいろな公共事業などを全

部、地域の人たちがやっていくことでまかなう。できることは、もう業者には頼まない

ということで、全部、寄附していく。何か大掃除みたいな考え方。浦安とは全然、地域

性が違うけれども、本当に下條を愛して、下條のために何かをしていこうという住民と、

それに応えて定住しようとする若い世代がうまくマッチングしたということであるので、

何か浦安もそういう仕掛けができたらいいなと。

市 長： 与えるだけではないんですね。

委 員： 与えるだけではない。与えれば与えるほど、器用に使って…。

市 長： 利用するだけ利用して、出て行ってしまう。
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委 員： そういう若い世代も、一定数増えてきているということ。そういう人たちが増えるこ

とを、子どもの人数が増えるからよい、とするかどうかというのは、ここで仕切り直し

をする必要があるのではないかと思っています。

委 員： 今のご意見に、心の中では９割、いやもっと賛成しているのだけれども、多分、現実

はコミュニティの崩壊というか、日本はやはり共生というのが難しい社会になってきて

いると感じている。これから高齢化率が高くなって、ますます若者対高齢者のぶつかり

合いみたいなことが起きて、共生はなかなか難しいと思う。

これは、非常に悲観的な見方であるけれども、あと25年たったら、日本と言うか、東

京の周りは二極化すると。一つは、豊かなまち。そこには子どもたちも集まるし、シニ

アも集まる。例えば今の吉祥寺。あそこは高齢化率が高いけれども、若い人も集まって、

コミュニティができているかどうかはよくわからないけれども、少なくともできる可能

性がある。それ以外のところは荒廃して分断されて、言葉は悪いけれどスラム化してい

く。どちらに住めるか？ というと、悲惨な感じがするけれども、ニューヨークでも富

める人はマンハッタンに住み、ブロンクスには貧しい人が住む。今まで日本ではあまり

はっきりしてなかった、そういった大きな違い、社会の分裂みたいなことが起きるのだ

ろうなと考えている。

浦安に限って言うと、浦安自体のブランド力も、やはり落ちているし、この地域一帯、

東西線とか総武線沿線の人気がなくなってきている。一方で、中央線に乗るとわかるが、

ＪＲ東日本は中央線沿線価値向上プロモーション、あれで「やっぱり中央線が好きだ」

と、ブランドイメージをものすごく高めようとしている。東急もそう。電車の中で、い

かに東急沿線に住むことが幸せかという、幻想を振りまいている。だから、みんな行く。

会社の若い人に聞いても、どんどん西の方に住むようになって、近くてもこちらには住

まない。そういう東西格差みたいなものが、ついに出てきたという感じ。相当、強力な

手を打たないと、せっかく浦安というブランドがあっても、これからどんどん毀損して

いくだけで、普通のというか、下手をすると、市より大きな地域に飲み込まれて、何を

やろうにもお金もないし、頭脳集団もない。そういう場所になってしまうのかなという

危惧を、浦安に住んでいて感じている。

例えば、東西線の浦安の駅を降りると、もうチェーン店ばかり。食べ物でも吉祥寺な

んかは、新しいイタメシ屋ができるとか「吉祥寺で勝負してやろう」という、いろいろ

な若い人が集まってくる。そういうまちが連なっていることで、ＪＲ東日本も「うまく

もうけてやろう」と、駅を改装して、中に新しい店をつくって、どんどん開発していく。

こちらは完全に取り残されていて、東西線の浦安駅を、今、改装しているけれども、何

の付加価値もない。浦安のブランドというのをどうやって高めるか、いかにして、そう

いう若い人たちを吸収していくかというところが、問題になるのではないか。ネットで

は、最近、住みたいまち、若い人が住みたいまちランキングというのが出ていて、（浦

安を）探すんだけれども、前よりどんどん落ちている。



6

議 長： 今、どこら辺が人気ですか。

委 員： 西の東急、中央線沿線の人気が断トツに高いです。

委 員： 二子玉川とか…。

委 員： 二子玉川、うまいものですよ、本当にビジネスとして。ブランド価値を高めて人を集

めて、物を売り、さらに周辺でマンションを建てて、開発している。まちが動いている。

浦安はどうしたらよいのか、そこをぜひ考えていただければと思います。

委 員： 私は少し込んだ考えを準備していて、どうも行政の単位とか、あるいは家族の単位。

例えば「世帯」というのはいったい、何だろうかということ…。昨日、調べてみたとこ

ろ、多くのケースで同一の住居に暮らしているが、必ずしも同居の必要はない。世帯と

いう概念みたいなところですね。例えば税法上の扱い方になると「生計を一にする親

族」とかになっていて、今度は親族が登場してくる。扶養親族になると、やはり「生計

を一にする親族」となるが、「収入38万円以下」というのが入ってくると、どうも親族

というものもばらばらで、何か家族が４人で一世帯という発想、そういうものを、一つ

のまとまりとしてとらえること自体、もう難しくなってきているのではないかと感じて

いる。

これはコミュニティの話になるのであろうけれども、世帯を少し拡張するという意味

で、社会的な世帯とか、あるいは社会家族だとか、そういった血縁とは無縁な関係で、

一つの集団的な生活をしていく。これを考えることはできないだろうかと…。そう考え

ると、例えば、今、コレクティブハウスでは、血縁とは何ら関係のないところで共同体

をつくってやっているところがある。一緒に住んで、例えば夜遅く帰ってきたりしても、

共同の食堂があって、そこで食事をすることができる。順番で炊事をして…。

議 長： トランジション・タウンという、環境運動と結びついたりして、できている場合もあ

りますね。

委 員： そういうところもあります。そこ全体が一つのコミュニティなり、社会家族なりを形

成している。そういったところに、いろいろなきっかけがあるのではないだろうかとい

うのが一つ。

それから、もう一歩踏み込むと、これは日本と文化が違うのだろうけれども、アメリ

カでは、非常に養子縁組が盛ん。諸外国を見てもヨーロッパ、イギリスあたりでも、ず

いぶん盛んになっている。日本では、民法をちゃんと調べたことはないけれども、養子

縁組というのは、ちょっと別な悪いイメージがあったりする。しかし、そうではなくて、

一定の社会的な地位を占めた人は、社会的に見て恵まれない子どもを養子縁組などして

育てる義務があるんだという発想が、世界にはどうもありそう。教え子で、国連のディ

レクターをやっている人がいて、結婚はしていないけれども、２人の養子を持っていて、

今、ナイロビにいる。「なぜ？」と聞いたら「いや、当たり前じゃないですか」と、こ

う言われて、ちょっと戸惑ったりしたけれども、どうもその養子縁組というのを、もう
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少し緩くするというか、考え直すのもありではないかという気がしている。

それから、これはゴッド・ファーザーみたいになってしまうけれども、カトリック系

統には「代父」というのがいて、カトリックの洗礼を受けるときに、必ずこの代父にな

る人が立ち会って、その人が一生、その子どもの面倒を見るという制度がある。そうい

う意味でも、どうも日本の家族というのは、血縁で、地べたも一緒にしていて、そして

その中で一生暮らさなければいけない、みたいなイメージがある。

おそらく、さきほどのＳＯＨＯの話ともつながってくると思うが、私がちょっと考え

たのは、実は福島の原発事故の影響で「仮の町構想」が出ていて、そこではもう、バー

チャルシティというものを、考えざるを得なくなってきている。バーチャルシティは、

そういう意味で「もう存在している」と言わなければならないだろう。福島で避難を余

儀なくされている場所は、ある面で、今、一番ひどい状況かもしれないけれども、実は

未来都市を暗示しているところがあって、実はバーチャルでいいんじゃないかと思って

いる。自治体というのは、必ず地べたにはりついてなければいけないのだろうか？ 今

まで合併、合併と、がんばってきたのは、いつも地べたの合併の話で、そこに力を割い

てきたと思うのだけれども、ネットワーク上で情報をやりとりする時代に、もっと地べ

たから離れた、別のネットワークの仕方があるのではないかと、そう感じたわけです。

そこでちょっと、全くの思いつきではあるけれど、国内や外国の市と一緒になって新

しい市民権みたいなのをつくってみるのも、おもしろいのではないだろうかと。もちろ

んこれは、正式な法律ということでは、なかなか難しいと思うけれども、単に姉妹都市

で仲よしクラブをやっているのではなくて、浦安の市民権みたいなものを創設して、市

民権をお互いに持ち合う。そして一定の期間は、こちらで暮らすとか。ゆくゆくは、そ

ういうバーチャル市民権みたいなものがあって、バーチャルシティができれば、国際的

に、要するにこの場を離れたところとネットワークを組んで、いろいろな交流ができる

のでは？ と、ちょっと考えてみたんです。

私も、若い人が少ないのなら、若い人を呼んでくればいいと思っていて、例えば教育

をしようと思えば、外国まで目を広げると、若い世代で、子育てで苦労している国はい

くらでもある。そういう子どもたちを、幾つかのクッションが必要だとは思うけれども、

そういうものを経て浦安で迎えるということも可能であろうし、ちょっと従来の枠組み

からはみ出た形であっても、浦安市はもう少しグローバル化した方がいい、国際化した

方がいいかなと感じたりもしている。

先ほどお話した「仮の町」の中で、やはり二重市民権みたいなものが既に発生してい

るので、決して全くの思いつきだけではなくて、今後、仮の町がどのようになっていく

か、見ていきたい。「国境」などというのは大体、バーチャルなものとして設定された

ものなのではないかと思う。そういう国境を越えてもいいし、県境を越えてもいいので

はないか。そういうボーダーを少し取り払ってみる。浦安市の今の市域というものを前

提とすると、その中のデータしか出てこないけれども、もう少し外に向かって何か。こ
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れはこれで非常にクローズだと思うけれども、スウェーデンの何とか町にその市民権を

持っている人が、浦安にも市民権を持つというような、そういうことがあっても、いい

のではないか、という気もしている。

では、そこから環境未来都市に向かうものが、何か出てくるか？ ということである

けれども、私は高齢化社会の一つの大きな問題は、外国人政策なのではないかと考えて

いる。それは受け入れの話も含めてであるけれども、今の厚労省みたいな形でやってい

たのでは、とても市民レベルの交流というのは出てこなくて、労働者としてしか入って

こない。それではまるで奴隷みたいなもので、外国人政策といっても「働き蜂として来

い」と言っているようなもの。それを放っておけば、過去の例のように、またすぐスラ

ム化することになってしまうであろう。やはり文化的な意味合いも含めて、浦安なら浦

安の中で、文化・教育も含めて、浦安がその人たちの「ふるさと」となるような、外国

人誘致。子どもの誘致もその中に入れて考える。

ちょっと、プラスアルファであるけれども、今度の（地域主権改革の中の）義務付け

枠づけの見直しは、実は初めて市町村に資格を与えることを認めている。廃棄物と水道

だけではあるけれども「市の資格」というのが出てきた。市が初めて資格付与ができる

ようになった。これを広げていけば、サーティフィケーション（認証）であるので、今

後、浦安市として、いろいろな資格を設けることができるようになった、ということを

意味していると思う。これは非常に大事な、国の義務枠の一つの副産物であるけれども、

新しい資格をいろいろな形でつくることができるようになったということであると思う。

議 長： 地域的にも違う要因は何なのかということを、正しく分析して政策を打つということ

が重要であると思うが、いずれにしても、あまり自信を失う必要はない。つまり、いい

ところを「より伸ばしていく」ことが重要で、浦安の欠点だと思われているところを、

逆転で見ていくというポイントが重要なのではないかと。

私が携わっているのでいくと、荒川区で、地域力によるコミュニティづくりをやって

いる。しかも今、これが日本のコミュニティづくりのトップクラスのレベルに位置して

いるという。結局、正確な定義から言うと荒川区は下町ではなくて。しかし、下町と同

じような人情と風情がまだ残っていて、その町並みが残っている。商店街に行っても、

まだしっかり対面式で物を売っているとか…。ただ一方で、超高層のマンションが建っ

ていて、これがもう隔離されちゃっている。つまり、二つの地域社会が完全に分断され

てできているのを、いかに融和させるのかという取り組みをしている。例えば、消防団

員が少なくなっていたのを、今、多くなっているが、団員は女性が非常に多くなってい

る。全国的に見てもそうだが、もう圧倒的に女性。それがいいかどうかは、別であるけ

れども。

委 員： 消防団ですか。

議 長： 消防団。消防団、命がけで踏み込む。しかもあまり補償がない。今度の被災で一番問
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題になったのは、消防職員は……

委 員： どこの区の話ですか。

議 長： 荒川区です。消防団員をどんどん増やすというか……

市 長： 議長、その消防団というのは、女性消防団の話ですか。

議 長： 分けていたかな…。

市 長： 本来の消防団の中に女性が入っていっているんですか。

議 長： いや、消防団員というのと、消防職員とがいて、消防団員には男女関係なしに応募で

きますよ。

市 長： 全国的に、女性消防団というのは、別なんですよ。多分、荒川も全国の流れで言うと

女性消防団…

議 長： いずれにしても、とにかく消防団の統計を見ていても、どんどん増やしているんです、

女性が。

市 長： 多分、男性の消防団員と同じ仕事ではない役割を、ひょっとしたら、まとめてやって

いるのではないかな…。

議 長： ジェンダーが認めるかな… それ。いずれにしても、そもそも消防団員と消防職員と

いうのは実際、明確に違うところがあって、ただ今回の震災では、消防職員よりも消防

団員が多く亡くなっている。でも、それで補償が全然違うと。

それから、消防団員というのは、伝統的な芸能とか文化の伝承役でもある。子どもた

ちに、きちんとした虎舞とか獅子舞だけじゃなくて、伝統的な念仏踊りとか「だれに教

わったの？」と聞くと、必ず「消防団」と言うんですよ。そういう、子どもたちの文化

の継承やなんか含めて、そういう活動をつくっていくというようなことが重要で、一つ

の手がかりは、廣井君（廣井良典千葉大学教授）が言っていることでもあるんだけれど

も「祭り」。祭りでも何でもいい。「うちにはコミュニティがない」ということで絶望

するのではなく、共同作業をする。実際にやってみないと、コミュニティ意識というの

は生まれない。共同作業をしてもらうということが重要で、それは何でもいい。運動会

でも何でもいいから、どんどんやりましょうと。自治会やその他の組織率をどんどん高

めていく。

この間、自治会の役員を全部集めた会議をやっていて、そこでは、それなりにアイデ

アを出してくれる。みなさん、いろいろな悩みを言ってくれて、コミュニティをつくろ

うと思うんだけれども、うまくいかない。あるおばさんは「とにかく個人情報保護法を

どうにかしてください」と。隣の家に、とんとんとんと行くと「個人情報だ」と言って

扉を閉められる。「せっかく助けようとしているのに…」という話から、いろいろ。そ

んな、それなりの荒川の矛盾ということを、逆に良い方に活かす。

確かに所得の高い人たちが高層マンションに入っていて、エリートが多い。その人た

ちは、その人たちでコミュニティをつくっちゃうんだけれども、コミュニティ同士をど

うやって和解させていくかという仕組みを、今、苦労して考えている。それなりの人の
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つながりがきちっとできていれば、それが安心につながっていく。「都会の良さ」とい

うのは「隣は何をする人ぞ…」というところであると言う人が多いけれども、周りの治

安がいいから「隣は何をする人ぞ」で生きていられるのであって、危なかったら、次か

ら次へと移動しなくてはならない。移動したら、10％ずつ人の能力は落ちていきますか

らね。そこでコミュニティが生きているから、周りが安心だということではないかとい

う発想のもとに、今、それをつくろうという運動をやっている。

私は役目柄、今回も、離島振興法が切れるとか、それから震災の被災地であるとか、

この間も立入禁止区域とかに行かされて…。そこで感じることは、やはり日本はまだ捨

てたものではないということ。例えば被災地で、先ほどのお話にあった「仮の町」。町

ごとに逃げて、まだやっているというのは日本くらいのもの。散り散りばらばらになら

ずに、その町ごとに逃げて、どうにか。人が、どんどん少なくなっていくというのは問

題かもしれないけれども、それなりにやろうとしている中には、まだまだそういう「人

と人とのつながり」を形成していこうとする意志が、息づいていると考えた方がいい。

それから、もう一つ。少子高齢化と言っても、浦安の少子高齢化、悩んでいると言っ

ても、大した悩みじゃない（笑い）。離島の赤島（長崎県五島市）なんて、年金生活者

しかいないですよ。どうしろというんだと。でも、その人たちも元気で生きていて、例

えば、私の本にも書いたけれども、限界集落に指定されてしまうと「何でここが限界集

落なんだ」と。それは「年寄りの65歳の比率が何％超えると限界集落になるんですよ」

と言うと「いいかげんにしてくれ」と。年寄りだってみんなハッピーに生きていて、一

生懸命、助け合って生きている、何が悪いんだと怒っている。こういう場所は、まだた

くさん日本にはある。赤島は、人口が増えている。増えているけれども、問題なのは65

歳以上が定年退職して、それで戻ってくること。八丈島もそう。どんどん増えているけ

れども、みんな私と同じ年くらいで学生運動をやっていた人たちが、自然に戻って、自

給自足の生活をしながら、それで年金で生活できちゃうから戻っちゃうというのが問題。

旧福江市（長崎県）の市長、今の五島市長が困っていたのが、どんどん人口が増えてい

るけれども、一番問題なのは医療の問題であるということ。そういう意味から言うと、

まず市町村がやらなくてはならないのは、人間が生きていく、共同で生きていくための

現代的な社会の中で、必要な医療とか保育とか、そういうものを含めた基礎的なニーズ

を支えるもの。これは何でもきちっとやっていくということが、どのようなまちづくり

でも一番基本的なことではないかと。

ずっと岩手県の被災地で地域おこしをやっていて、「生業」と言ってがんばっている

んですが、あそこで被災をした人々の感情というのは、悲しみ。ところが福島に行くと、

被災者の感情というのは、恨み、悔しさ、そういう感情になる。先ほど言ったように、

地域ごとに出て避難して行くけれども、人口が増えるというのがよければ、いわき市。

これまで人口が漸減していたのが、今、過去の最高値を突破している。それは全部、周

りの市町村があそこに入り込んでいるから。それで、非常に悲劇的なのは、そもそもの
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医療のキャパシティがないところに、人口が増えたものだから、最初のうちは人道愛と

いうか、そういう愛情を持って受け入れていたけれども、医療がパンクして、住民の待

ち時間が非常に多くなってしまった。「何で税金を払いもしない人間を先に見るのか」

という、そういう感情が増えてきている。今度、最後に福島県内から埼玉県に来ている

双葉町。双葉町が戻るときのアンケート調査で、98％が反対している。「受け入れたく

ない」という感情が、知らぬ間に出てきてしまった。しかも、コミュニティが変な具合

になってしまっている。いわき市の非常に整備された住宅地。土地が安いものだから、

それこそまるで浦安の一番いい場所のように整地されているところに、今はまだ空いて

いるということで、仮設住宅が建てられる。そもそも仮設住宅の人はこっちの人に対し

て、うらやましいなと思っている。そうすると、同じ場所に住みながら、一方は仮設住

宅で、もう一方は一戸建てのモデルハウスみたいな家が、どんどん建設されている。そ

もそも、ぎくしゃくしているところに、先ほど言った医療問題が起きてしまっているも

のだから「おまえら税金払ってないじゃないか」と、そういう感情が非常に大きくなっ

て、非常に不幸な状態に陥っている。こういう状況を考えてみると、やはり、いかにし

て基本的なものを充実させていくということと、それからコミュニティ。お説教ばかり

していても仕方がないので、共同作業をいろいろしてもらうということが、重要なんじ

ゃないかと。

それから、私は筑紫哲也（ジャーナリスト・故人）に頼まれてスローライフ運動をや

っていて、その責任者をやらされてしまっている。スローライフというのは、イタリア

のスローフード運動、つまり伝統的な食を守っていこうという運動から始まって、それ

がスローライフ、これは和製英語なので通じないけれども、食べ物だけではなく、その

ほか生活全体の様式の中に、伝統的なものを生かして、新しい状況に対応していこうと

いうことをやっている。それが都市運動に広がって、チッタスロー協会というのがあり、

世界に、チッタスロー協会に加盟する都市がある。「チッタ」というのは、イタリア語

で「市」という意味。だから、スロー都市。それは伝統的な文化を守っていなくてはい

けないとか、いろいろな条件がたくさんあって、５番目ぐらいには、食育というか、食

の教育をやっていなくちゃいけないといった条件があって、それを突破しないと入れな

い。韓国で１カ所、海底遺跡があるところ。日本海かどうかわからないけれども、海底

遺跡のあるところの都市が一つ加盟している。

そういうところに加盟を… と言うと、例えば浦安の場合には、人工的な… 人工地

盤だから無理ではないかと思うかもしれない。しかし、それを逆手に取ることができる

のではないかという気がしている。ないものを望んでもしかたがないので、あるもので

やっていくということで、どうだろうかと思っています。

委 員： 議長のお気持ちは非常によくわかるけれども、今、そういう幸せが大事ということで、

心の世界の方に行ってしまうと、浦安は再生できなくなってしまうのではないかと感じ

る。私は、かつてイタリアにいたことがあるのでわかるが、豊かなまちが、そういうす
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てきなことを言う。何かゆっくりご飯を食べましょうとか、着眼も一番早い。そういう

ことを言えるので、豊かなまち。でも、すごいですよ、ミラノなんかは。貧しい地帯と

豊かなところが、はっきり分かれていて、そういう豊かなところは、ゲーテッドシティ。

壁をめぐらして、出入りのところには必ずガードマンが立っていて、その中にすばらし

いまちがある。チッタスローは…

議 長： イタリアは入れないんですよ、チッタスローには。一番小さい何とかというのが、ス

ローライフのメッカというのが、ごく小さなまちで。

市 長： ドイツが４都市ぐらい入っていますね。

委 員： ただ、それ全部、裕福な街ばっかりです。

議 長： 伝統的な文化がないとだめですよ。５条件が非常に厳しいので、古代文化がないとだ

めだとか。それは一つなので構いませんけれど、でも、私は浦安というと、思い浮かべ

るというのは貝、潮干狩り。そういうよさを生かせないかなと。

私たち人間という動物は、唯一、自分で物をつくる。先ほど「人工でも…」と言った

のは、人工というのは自然にあるものを人間が生きていくために必要なものに変形させ

ることであるから。物をつくるのは唯一、人間だけで。ラッコもつくるよと言えば、そ

れまでなのだけれども、ただ、自分がつくり変えたものに依存して生活をしているとい

うのは人間だけですよね。

最近の科学では、脳スキャナーを使うと、物をつくるときの脳の部位、例えば石器で

も何でもつくらせている脳の部位と、言語を話すときに使う脳の部位というのは、全く

同じ。つまり、物をつくるということは何を意味するかというと、何かを伝えたいとい

う欲、人間の欲望、ともに生きたいという欲望で始まっているということ、これは間違

いない。だから社会科学者は、いろいろな、この時代に何が起きていたのかというのを

知るのに、文字が一番重要な、つまり伝えてくれている言語。文字が一番重要なツール

になるが、同時に「物」でもわかる。この物がどういうふうに使われたか、それを伝え

てくれているから思うから。

あともう一つ重要な点は、世界で初めて壺をつくったのは日本なんですよ。縄文式土

器。これは7,000年前。それでその後、メソポタミアの文明が出てくると、5,000年くら

い前から壺をつくり始める。どうしてかというと、壺は、定住していないとつくっても

意味がない。したがって、壺をつくるということは、メソポタミアが農業を始めたとい

うことを意味するのですが、日本の場合には、農業が始まる前の採取狩猟経済のときに

壺をつくっているんです。採取狩猟経済というのは移動しなくちゃいけない、食料を求

めて。ところが、この重い壺というのを持って移動するということはできないので、仮

に、粘土を火に焼いて干すと固くなるという原理を知っていたとしても、うろうろする

ときには壺をつくれない。ところが、農業をするようになって定住が可能になると、壺

の必要性が高くなるけれども、日本は、採取狩猟経済のときから壺をつくっている。そ

れはなぜかというと、日本では、食料が向こうからやってきてくれたから。つまり、貝
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や魚を食べていたので、向こうからやってきてくれるんですね。だから、日本だけが古

代文化の遺跡というと貝塚。貝ばっかり食べている。

壺をつくることによって、日本人は食べられるものと食べられないものを区別する知

恵を授かっていた。それは、食べられる貝は生きているので、パカッと開く、壺で温め

るから。死んでいる貝は、開かないから食べられないと、区別がついた。壺、つまりス

ープをつくった国、シチューを最初につくった国って日本なんですよ。スープの祖国で

あり、シチューの母国だと言われている。逆に、そういう恩恵を与えてくれる海があっ

たがゆえに、日本は農業のスタートが遅れる。弥生時代になって、弥生式土器になって

から。ほかのところの方が早くなった。

人間が何をやってきたかというと、自然に左右されないで定住して生きていく幸せを

得るために、農業をつくり出した。それは、自然の気候変動から自由になりたいと願っ

てのことであったけれども、今、人間は、みずから気候変動をつくり出して、自己の生

活の破壊につながりかねないことを、していると思うんです。だから私は、浦安のいろ

いろな文化の中に、定着していた、貝と共生していた知恵とか、それから物をつくると

か、それは土地だって何だって、みんなつくっているものなので、そういったよさとい

うのはあるんじゃないかなと思いますけれどもね。

委 員： 議長のおっしゃる、浦安にあるものに自信を持って、というのは、私は本当にそのと

おりだと思うんですね。子どもが少ないから、いかに誘致するかということに、あまり

焦らない方がいい。先ほど、どういう浦安の市民を育てたいのか、そこにちゃんと軸足

を置いてほしいと申し上げたのは、例えば二子玉川とか吉祥寺のおしゃれなまち、私は

好きなんですね。でも、ああいうところには、浦安はなれない。また、ああいうところ

を、おしゃれにベビーカーを押して歩くような若い世代を呼び込むことが、果たして浦

安にとっていいのかというと、そうとも思えない。

何か子育てって、一方でバーチャルで、格好よく育てる子育てライフがある。それも

いいんだけれども、それはほかのところにお任せして、浦安は、もっと手もかけ、目も

かけ、泥臭くても、本当に子どもを育てるまちにするというような、そういうスローガ

ンを掲げていく。そうすると今度、いろいろ幾つか、認定こども園などをおつくりにな

ると思うが、その中で抜本的な新しい理念を打ち出して。すごく親も手間暇かかるんで

すよ、ここに預けるのは。便利で預けるだけじゃなくて、保育者と一緒に、例えばスロ

ーフードでもいいし、スロー子育てでもいいし、ときには菜園をつくって「一緒に土を

耕して育てるような市民を育てていきます」とか、何かほかの自治体にはない子育てラ

イフというのを掲げていく。それは、当面はそんなに見向いてくれないかもしれない。

でも、じわじわと浸透していくものが必ずあって、若い世代の中にも、先ほどお話のあ

った、コレクティブハウスとかシェアハウスがいいと言う人たちもいる。そういうとこ

ろで、うっとうしいかもしれないけれども、ああいう温かさがほしい人たちもいる。そ

ういう若者をどんどん誘致して、その若者たちがやがて子育てをしていくというような、
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少し長期戦を見てもいいかなと思うので、全国にない子育てスローガンみたいなのを掲

げて、そこで目立つということも、一つの戦略としてはありなんじゃないかなと。全国

平均にとらわれなくても、私はいいと思っているんですね。

議 長： 魅力って、そもそもそういうものですよね。魅力って、その土地にしかないものであ

って。

委 員： でも、どうなんでしょうか。「経済力の格差」という、極めて絶対的な条件みたいな

もので分かれてしまうと、高等教育とか、そういう面で、はっきり所得との相関関係が

見られるし、コミュニティとか子育てというのは非常に重要。それは、掲げていいと思

うけれども、一方で、浦安が「未来に向かって進んでいく」ということを、アピールし

ていかないと「伝統的に貝が採れたんですよ」とか、そういうことで「子育てを一生懸

命みんなで見てあげます」と言うだけでは、衰退していくしかないと、あえて言います。

では、何をすればいいかと。それは、やはり教育であると思う。これは、まず理想論

になるけれども、海外の大学を誘致してきて、浦安校をつくる。そうしたら海外の若者

が来て、それで日本の若者も集まって、シェアハウスに集まっていろいろな議論ができ

て、とにかく刺激を与える。そういうダイナミックな策が打てるのも、今の浦安の財政

事情であればこそで、何とかなると。これから10年たったら、もうできない。何かそう

いう情報発信の核になるようなものを浦安に持って、それでこのバーチャルシティ構想

で、そこからいろいろな情報を発信して、一方で、逆に浦安に情報を集めてもらう、そ

ういうバーチャル市民になってもらうといった、そういったダイナミックな前向きな改

革をしていかないと。やはり伝統文芸みたいになってしまうと、浦安は、今、住んでい

る人たちも魅力がなくなって出て行ってしまう。そういうおそれがあると思うんです。

ニューヨーク、今、何やっているかご存知ですか。新しい大学をつくる。マンハッタ

ンの真ん中に。あそこにはコロンビア大学があるし、大学の数は非常に充実している。

ところがブルームバーグ市長は、ニューヨークがこれから発展していくためには、もう

１校、世界一の大学をつくらなきゃいけないということで、マンハッタンの真ん中に

2015年にできる。そのくらい、大学というのは強力な情報発信拠点になるし、人も集ま

るし、いろいろなコミュニティ、新しいコミュニティの形成にプラスに作用する。そこ

に若者は魅力を感じるわけです。あるいは、シカゴ大学というのは、シンガポールに分

校をつくった。それで人も行き来するし、情報も行き来するし、講座も共同で行う。そ

こまでいかなくてもいいが、何かそういう核になるような教育施設であるとか、情報発

信施設をつくっていけば、それによってコミュニティはできてくる。

委 員： どういう専門領域の大学を誘致したら、浦安にいいと思いますか。

委 員： 私は社会科学系がいいと思います。すみません、新自由主義者みたいなことを言って

しまいまして。ただ、そうしないと本当に変わらない。シンガポールが繁栄しているの

も、日本が凋落していっているのも、ニューヨークがあえて、それだけ巨額の投資をし

てマンハッタンのど真ん中に大学をつくろうとしているのも、情報発信。すべて、人が
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集まるためには情報を発信して、情報を集める。そういうものを。浦安は、ちょうど成

田と羽田の間にあるし、地理的にも東京にも近いし、いいなと。もっと小規模なもので

もいいが、何かそこから発展していって、そこで、そこの講師がコミュニティに来て、

簡単な経済学を教えてもいいですし。今、浦安に欠けているのは、本当にそこだと思う

んですよね。

千葉県の中でも、例えば柏。あそこはもう、中学と高校を一貫にしてしまいます。学

力を向上させると、それから人を集める、学生を集めると。中高一貫って、公立でどん

どん増えていっていますし、浦安ではできないのかなと。

市 長： 柏の市立もそれをやるんですか。

委 員： 柏もやると思います。柏地域の進学校というと、東葛飾ですよね。中学部・高等部と

いうふうに一気にしてしまうと。

市 長： 県立の方ですね。

委 員： 県立です。そこに教育研究所とかをつくって、地域の核にするというところもあるの

だろうし、やはり浦安のよさを守るためには、変わっていかないといけないなと、住ん

でいる者として強く感じる。特に最近、そういう危機感が強い。みんな、教育にしても、

何かそこのセンターになるようなのをつくろう、あるいはその地域の、高校生とか中学

生を集めるようなところをつくろうと、どんどん動いている。東大も、秋入学とか言っ

て、海外に門を開こうとしていますね。

議 長： いずれにしても、発展を考えるときに、どういうものを誘致するか、先ほどのお話に

あったように、何を呼ぶかという発想法が一番重要である。私の考えでは、発展、ディ

ベロップというのは、ご存知のとおり開くという意味で、エンベロープの反対。内在し

ているものが開花していくのをディベロップと言うのであって、卵が幼虫に、幼虫がさ

なぎに、さなぎが成虫に発展し、種が芽を出し、これらは「発展」と言うけれども、外

部から力を加えて、変形させることは発展ではない。例えば、木が机に発展したとは言

わない。

日本が高度成長期にやってきた地域政策の失敗点というのは、発展なき拡大を目指し

た点。誘致したものが出ていくと、もう完全に何もなくなってしまう。つまり、自分た

ちの生活様式に合った産業循環があり、その産業循環を伸ばしていくのに、何が入って

くればもっと大きくなるのかという発想方法で呼んできたのではなく、自分たちの生活

様式や産業循環の外側にある企業を呼んできた。そこで賃金が上がる。結局、地場産業

をだめにしてしまって、何も残らなくなる。みんなその企業に働きに行っていたのに、

企業はもう賃金はこっちが安いからと、世界にフライトしていってしまう。もう何も残

らず、手がかりもなくなってしまった。

それには、今の中国でも気づいていて、今度の習近平は、経済増長方式、増長という

のは成長のことであるけれども、これから経済発展方式に変えていくといって、低コス

ト、低賃金による経済から離脱すると、次の５カ年計画を変えていく。やはり発展とい
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うのは、こだわるようですけれども、内在しているもの。何を潜在的な資源として、先

ほどのお話の、人的な資源を含めて「持っているのか」ということ、それをちゃんとつ

かまえて、外から人を呼ぶにしても、それを発展につなげていくということが、ポイン

トであると思う。

委 員： 港区が今度、大学を誘致しようとしている。それは、赤坂小学校という大分前に閉校

になったところがあって、そこに大学を呼んで、今、募集中だが、どういう学部を呼ぶ

のかと思ったら、港区というコミュニティを、港区民を含めて活性化するような、そう

いう学部、地域力とかそういうものを生かしてくれる、新しい学部を持った大学の全部

ではなくて、大学の一部でもいいらしいけれども、それを呼び込もうとしている。

だから、先ほど言われたように、大学を呼んでくるのもいいと思うし、どういう学部

を呼ぶのかと伺ったのは、やはり浦安が持っているものを生かしていけるようなもので

ないと、国際系の大学をいくら呼んでも、英語を話す人が一気に増えるだけで、また消

えていく…

委 員： 消えてはいかないと思います。英語を話す人がいっぱい来るというだけで、まちは変

わっていくし、逆に港区がコミュニティを考えるという、非常に小さな枠で大学をつく

ったら、これは絶対に成功しないのではないか。やはり、世界に広げていかないとだめ

だなという感じがするし、いろいろな大学も……

委 員： 多分、そこに入っていると思うんです。グローバルなものも含めたコミュニティづく

り。浦安が持ち続けてきた市民の力とか、そういうものは、やはり私も発達心理学者で、

発達、奇しくもディベロップというのは、持っているものを花開かせるということだか

ら、子育ても何か外からそういう教育を与えるのではなくて、子どもの持っている潜在

力をいかに育てていくかということで、子育てもまち育てもまちづくりも似ているかな

と。いつも、そう思っている。

委 員： その点、私は企業にいるから全く違っていて、子育てはそれでいいと思うんですけれ

ども、そのほかのことについては、発展だろうが何だろうが、競争に負けたら…。例え

ば日本のスマホ、このままであれば、すべてアップルか韓国製になってしまう。そうい

う厳しい競争の中で生きていくためには、どうするのかということです。地方公共団体

も、今までにはそういう競争はなかったけれども、これからは絶対に起きてきます。そ

れで貧しいところと豊かなところ、ハッピーなところとアンハッピーなところができる。

これは国の力で何とかしなくてはいけないんですけれども。一方で、私が浦安に住んで

いる以上、浦安には競争に絶対に勝ってもらいたい。

そのためには、何をするべきかというと、やはりこの地の利を生かして外に出ていく。

外に情報が発信できるように、世界中のいろいろな人がバーチャル浦安市民になって、

意見を言ってくれるというのは、私は大賛成ですけれども、そういうことを考えていか

ないといけない。子育ては違うだろうとは思いますけれども。今後、急激に高齢化が進

む中で、浦安の魅力をどうやって高めていくかということは、もちろんコミュニティ力
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とか、そういうことも大事だけれども「浦安はこれ
．．

です」という目玉。一つとしてディ

ズニーランドがありますけれども、あれはリゾートですから。「浦安ってこれ
．．

なんで

す」と、一言で言えるものがあったら、それはもうみんな、これはおもしろい、ここに

住んでみようと興味を持つ。そういうふうになる。

ちょっと言い過ぎた面は申しわけないと思っていますが、やはり今の日本の経済界と

か見ていると、もう本当厳しい。負けたらもう、我々の今の生活レベルは絶対維持でき

ない。それと同じように、浦安だって、今、財政状況はいいですけれども、20年たった

らもう大変なことになる。その前に、国際都市に脱皮してしまうような、うまい政策が

できないかと。例えば、もっと小規模にしてもいい。私学が東京駅近辺にキャンパスを

持つじゃないですか、結構。あんなのを持ってきて集めてしまう、４校ぐらい。それで

４校合同で授業をさせたり、そういうことを。あんな小さいもので「キャンパス」と言

っているけれども、日本橋キャンパスとか東京キャンパスとか、そんなのあっても意味

ないですから、うちに来てください、こんな立派なところに入ってもらいます、そのか

わり市民といろいろコミュニティ、コミュニケーションをとって、いろいろなことをし

てもらいます、市に対して協力してもらいますと。そのかわり、いろいろ切磋琢磨して、

このダイバーシティ（多様性）構想で、世界に向かっていろいろな意見を発信してくだ

さいということを。そういうことでもつくれると思いますし、何かできないかなという

ことを、本当、願っています。

委 員： 議長は、教育のあり方をどのようにお考えですか。内発的発展の、例えば文化を大事

にして、そして先祖のいろいろな文化を継承していくということは、わかるのだけれど

も、他方で、子どもたちを教育していかなくてはならない。今のままでいいはずがない

と。あり方というところで、例えば学校制度でもいいのですけれども…。

議 長： 一般的な教育ということでは、そのことこそが、次の社会をつくっていくものである

と考えていますね。私たちが、何らかの形で自分たちをよくし、例えばそれが「競争」

という表現であったとしても、何をしなくてはいけないかというと、それは人類の歴史

を発展させるため。そのときの最先端として、それぞれの地域が、それぞれの地域のよ

さを発揮して、新しいものにチャレンジしていくということが重要で、先ほども言った

ように、人間は唯一、物をつくることができ、考えることができるのだから、そちらが

一番重要になってくる。そういう知識や能力を磨くのに、一番重要なのは、他者との触

れ合い。他者に伝え、他者から伝わってくる。スウェーデンに行くと、子どもたちに対

して、みんなそう言っている。一番重要なのは「自分が知ったこと・わかったことを相

手に伝えること」。その相手がまた伝えるという形で、人間が伸びたように。その子が

持っているよいものを「生かしてあげる」ということが一番で、だれにもどんな世の中

になっていくかなんてわからない。それぞれの人間が生きていく。

私たちの頭脳は新石器時代、最初に人間が石器をつくったときに、さきほど「部位が

同じだ」と言ったが、そのときに発している言語の能力というのは、７歳ぐらいの能力
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だと言われている。その後、私たちの祖先が脳に栄養を与え続けてくれたから、今日の

私たちがある。私たち自身が、またそういうことを受け継いで伸ばしていくということ

が、重要であると思う。

教育論と言うよりも「人間が生きていく」ということは、人間が学んでいく、人間が

変化していくということである。「生きる」ということと「教育」ということは全く同

じ。教育というのは、外から与えられたり何かされたりするものでもないし、その子が

伸びたいように伸びていくための肥料をやるとか、虫を取ってやるようなもの。これか

らは、ますますそれが重要になる。それはなぜかというと、これからは知識社会と評さ

れるようなものになるから。

ヨーロッパの都市間競争で勝っている都市というのは、ストラスブール（フランス）

にしたって何にしたって、緑豊かで、人がいて、というところ。みんな優秀で、子ども

たちを育てると言ったらあそこだと。そここそが「子どもたちが育ちたいまち」である

というところ。ストラスブールで言うと、23万人の人口がいるけれども、５万人が大学

生ですからね。研究所とか何とかが、ほかからどんどんやってくる。ルイ・パスツール

研究所があり、大学そのものもルイ・パスツール大学。ストラスブール大学ですけれど

も、伝統に生かされたものであり、電車もこれまでと違って、全く自然破壊的ではない、

ＬＲＴ（light-rail transit）と言われるライトレール、工業に汚染された水、工業に

汚染された空気をきれいにして、都市の中には車を入れさせない都市。それから、ルー

ル（ドイツ北西部の工業地帯）が今、生き返っているわけですけれども、それもエムシ

ャー川の周りで、エムシャーパークを合言葉に、まるで公園のような都市というのをつ

くっていく。そうすると、子どもたちはここで育ちたいと思って、優秀な人材が集まる。

人間の頭脳というのは、そういうところでできる。スウェーデンの最先端を行っている

サイエンスパークなんかを見ていただいても、みんなそう。豊かな緑と、新しい企業と。

ノキアの隣にヘルシンキ工科大学がある。エリクソンの隣には王立の工科大学がある。

そこを見ていただければ、もう本当に、緑と人間のきずながちゃんとあふれ出ている。

委 員： それは国際都市ですよね、ストラスブール。

議 長： 本当の国際都市ということになると、アムステルダム。「国際都市」と言うのはね。

アムステルダムは人口70万しかありませんが、ほとんどの物資は一旦そこに集まる。そ

ういう存在感はかなりある。向こうでは、こういう伝統を崩さないので、日本のように、

人口を増やしたからといって、都市州にはなることができない。スウェーデンでも一つ

の島だけが別格扱い。なんでそうなのかというと、ハンザ同盟都市だから。それはもう

崩せない。都市には昔からの品格があって、人口を増やそうと何しようと、だめ。

いずれにしても、人間の歴史というのは、より人間的になっていく歴史であって、そ

ういう人間的なものが重視されていく地域というのが、私は一番重要なのではないかと

思っている。だから、家というものにも、やはり本当に心が休まるような空気がないと。

日本のように、１億総寝不足社会になると、細かいことで、ガーガー怒鳴り合っていて、
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これはもうだめだと思いますね。

市 長： 私も正直、いろいろな面で危機感を持っているのだけれども、今日の話、ものすごく、

視点が大事であるということと、先を見据えてということについて、よくわかりました。

私たちの浦安は、これから小学校２校の統廃合、先ほどの赤坂小学校の話もあったし、

それをどう利用していくか。それから、浦安市は本当に小さなまちで、人口密度も高い。

そこに千葉県企業庁から、高洲という、東京湾に面した地区で土地を取得する予定があ

る。ある程度の広さがあるので、これからの10年、20年先を見据えた、ダイナミックな

展開をしたいと考えている。また、ぜひ具体的な提案を出させていただいて、それを、

この賢人会議で揉んでいただくようにしたいと思います。

議 長： 震災の被害、これは直ったんですか。

市 長： いえ、これから。今やっているのは、千葉県が海岸と県道をやっていまして、あとガ

ス会社と県水道局の工事だけ。市の本格的な復旧工事は来年の１月下旬からです。

市長公室長： ３年ぐらいは、やはり工事中になります。

議 長： 「災い転じて福となす」というか、逆に昔からのものが、そのまま残っていることに

よって、なかなかできなかったことを一挙に清算するというか…。

市 長： 復旧・復興をしていく中で、付加価値をどうつけていけるかなと思っているんですけ

れどもね。

議 長： つまり、スキップすることが重要。ここまでに至ったときにとか、どこへ追いつこう

としている、というのではなくて、その上にスキップしていくことが重要なので。

市 長： 平時の公共工事が、大体、年間17～18億円です。それが３年間で550億。かなり国か

らの支援をもらうことができた。しかし、これを３年間できっちり使い切らないと、逆

に今度、返さなきゃいけないという制度になっているので、躊躇はできない。先ほどの

お話をもとに、まさにピンチをチャンスに変えていきたい。

ただ、いずれにしても現状には、ものすごい危機感を私自身も持っている。子どもの

ことと、将来のことについて…。

本日は、どうもありがとうございました。


