
第 26 回浦安市賢人会議

１．開催日時 平成 28 年 10 月 12 日（水）17 時～19 時

２．開催場所 都市センターホテル 702 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 企画部長、企画部次長、企画政策課長、秘書課長、企画政策課長補佐、総合計

画係長、企画政策課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

持続可能な都市経営とは

～拡大成長から安定成熟へと転換期を迎える浦安市の今後の方向性～

（閉会）

●市長あいさつ

市 長： ９月25日の日曜日、ＮＨＫのスペシャル番組で「縮小ニッポンの衝撃」という放送

がありました。その番組、ご覧になられた委員もいるかもしれませんが少し説明させ

ていただきます。今、一番大変な状況にある自治体は、ご存じのとおり財政再建団体

の夕張市。番組は2040年までがターゲットになっていて、どれだけ首都圏で、関東地

区で人口が減少していくかと。最後に私どもの浦安市の人口も減少するとされていま

した。ちょっとその衝撃が私も強かったし、平成28年度は34年目に入るのかな、私ど

もの浦安市は地方交付税の不交付団体ですが、全国の自治体が今、都知事選挙に出た

増田先生からの提言があった消滅自治体という扱いのなかで、かなり萎縮しています。

人口減少、少子化、それに加えてまた超高齢化ということで。東京都の豊島区長もタ

ーゲットになっていましたが、全国の自治体の状況がかなり克明に50分間紹介されま

した。

平成29年度の予算編成がスタートするので、このような状況下で、私どもも視点
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を見直して、ただ元気だからということだけで予算を組むべきではないということで初

めて、課長以上にその番組を見せてから予算編成方針の具体的な説明をしました。

浦安市は平成28年度、財政力指数が790の市と東京23区、813の市区の中で依然として

トップという恵まれた状況下、あるいは高齢化率も今のところまだ16％台前半というこ

とで、これも日本でトップクラス。そうは言いながら、実は市内では42～43％の地区も

あり、あるいは逆に２％に手が届かない地区もありという非常に極端な状況を示してい

る。ある意味、日本の縮図だと私は捉えています。そういった中で、「持続可能な都市

経営」をテーマに先生方に大所高所からご指導いただけないかというのが今日の趣旨で

ございます。

帰国してからもう10日たちますが、 企画部長たちと１週間イギリスに行ってまいり

ました。これはオリンピックの文化プログラムが一番成功した事例がロンドンオリンピ

ックだということで視察に行きました。ご主人が日本人のヒラリーフランクさんという

方とお会いしました。その方は、人口1万6000人のコーンウォール県のソルタッシュと

いう町で、町会議員になり、コーンウォール県の県議にもなり、それから今年は町長に

もなったという方です。非常に心豊かな自治体でした。

また、海外視察としては平成22年にアメリカ、南ジョージア州のサンディスプリング

ス市という、ＰＰＰ（パブリックプライベートパートナーシップ）という新しい試みを

視察しました。アメリカらしいなと思うのは、もとは南ジョージア州の南部は非常に貧

しい貧困地区。それに対して独立したサンディスプリングス市は富裕層です。自分たち

のお金が貧困層に注ぎ込まれるということに反対して、富裕層がサンディスプリングス

市として独立しました。独立したときにＰＰＰという形態を取り、従来の自治体経営で

あれば当然1,000人近い職員を採用するのですが、それより民間委託してしまおうとい

うことで、市の職員が４人しかいない。それで市民満足度は非常に高いという、まさに

神野先生がずっと言われている「公共とは何か」ということをすごく考えさせられるよ

うな都市も見てきています。

そういったことも踏まえて持続可能性、これから20年30年先を見据えたまちづくりに

ご指導をいただければというのが今日の趣旨でございます。

●議長あいさつ

議 長： テーマとの関連でいうと、私、余り人口減少については危機感を持っていないです。
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私は環境省から依頼があって環境税の委員会の委員長をやっています。環境の話をし

ているのは本日のテーマが持続可能な都市経営ということなので、これは自然の再生

力の持続可能性からもともと「持続可能」という言葉が始まり、人間の社会の再生可

能等々に使われてきたと思っているからです。

10年に一度、内閣府が環境に対する国民の意識調査をやっています。その資料を見

ると、10年前と現在とを比較すると、とんでもない環境の変化が起きていて、日本で

言えば、今年もそうですけれども、春と秋がなくなるんです。３日か４日前の東京は

30℃を超えていたけれども、北海道は大雪だというような状況になっているわけです。

今現在、環境への関心の度合いは、大体国民の80％が関心を持っているんです。とこ

ろが、10年前には90％が関心を持っていました。ますます減りつつある。驚くべきこ

とは、世代間の内訳で、20代、30代の環境への関心の度合いが低い。60歳以上の方た

ちが、このままいくと大変なことになるんじゃないかと環境に対する関心を持ってい

る割合が高い。そうすると、全体としては環境に関心がある人がますます減っていく。

下手をすると歴史の中で、私たちは、そちらの方向に行ったらもう滅びることがわか

っているのに、どうしてそちらの方向に行くんだろう。あるいは動物の進化等を見て

も、そちらの方向に行けば……ということを何回も経験しています。そのような状況

がここで起こっているのかなというような思いにかられ、かつ世界を見渡しても、年

をとっているせいか、人間の歴史がこのままいくと悪い方向にしか行かないのではな

いかという現象にばかり目が向くような状況です。

先ほど市長が言ったテレビは私、見ていないんですが、ＮＨＫがアーカイブスで地

方自治体の仕事を全部映像にしてストックしています。「子育てだったらこういうい

い政策がありますよ」というようなことをストックしていて、その宣伝を兼ねて出て

くれという番組がありました。10月15日の14時から放送されます。地方のさまざまな

取り組みを紹介する番組で、そこで僕が紹介しているのが、たまたま今、パンフレッ

トを持っているからお見せしますが、この梼原という町です。

市 長： どこにある町ですか。

議 長： 高知県ですが、高知と松山との一番遠いところ。どちらへ行っても２時間半かかる。

松山空港に行っても高知空港に行ってもいいという町なんですが、なぜ行ったのかと

いうと、キレンゲショウマってわかりますか。キレンゲショウマというのは宮尾登美

子の小説「天涯の花」で出てくる花です。キレンゲショウマでインターネットを見て
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いただければ黄色い花が出てくるはずです。黄色い蓮華ですね。見たことありません

かね。これ、見ると幸せになれると言われています。

それは宮尾登美子が何回チャレンジしても見られなかったそうですが、町長が

「８月15日から咲きますので、見に来てください」ということで見に行ったんですよ。

市 長： ああ、黄色い花ですね。ユリみたいな。

議 長： ええ。

そうしたら、「小さな拠点づくり」というまちづくりをやっていて、明治のときに

日本は自然村を潰して行政村にしたんですけれども、その自然村のまま生かしていま

す。山間へき地なのに、その町に行くと電柱が全部地中化されています。歩道も広く

とってあって、色彩がきちっと美しくて、周りに木造の昔ながらの建物があって、す

ごくきれいな町なんです。

庁舎は、町民たちがちゃんと集まれるようになっていて、すごく美しい木造建築で、

かつ地域包括ケアのセンターとかもすごく美しい木造建築なんですよ。全部、隈 研

吾のデザインです。

インターネットで出ますか、梼原の町。

市 長： 出ますね。人口3,600人……

議 長： 人口は全然減っていないんです。ちょっとずつ増えているんです。

その町に行ってきて、これはキレンゲショウマだけではなくて町の政策が非常に、

住民を参加させながらやっていて、すごいじゃないかと。町のお店や何かは全部町民

たちがやっている、何と言ったらいいのかな、共同事業で全部運営されているんです。

町の商店からコンビニから食堂から何から。これは一つのやり方かなと思って見てい

ました。

都会でも、都市には都市のやり方があります。梼原町は明治に合併したときの、も

ともとの自然村ですね。６区あるんですが、その６区とあと56集落あったのをそのま

ま残しながら、集落 ごとに自治区長をつくって自治でやっている。

市 長： それで今に至っているんですか。

議 長： 今に至っていますよと言ってました。それで成功しているのを見ると、ヨーロッパ

が教会ごとにまちができているのと同じような形で残している町だと思って、全然知

らなかったんですけれども、これも一つのやり方として生きているかなと思っていま

す。将来像を描きながらやっていますから。



－4－

それから、今、僕が行ったことがある自治体では、市長が戻ってきた機会に検討委

員会をやって見直しながら、どうやって地区ごとの自治に基づく都市づくりを進めよ

うかとやっているところです。そういう都市での試みなどを参照しながらやっていく

必要があるかなと思います。世界がちょっと変なことになっているので、ますます身

近な地域の生活から立て直していくということをやっていかないといけません。

市 長： それは思いますね。

議 長： 今地域から一つ一つ生活をつくっていくということをやらないと予測しがたい現象

が起きてきたときだめかなと思っています。地域づくりを下からきちっとやっていく

ことが、今、重要になっているのではないかと思います。

余計なことばかりお話ししましたが、いずれにしても、ちょっと厳しい時代で先が

見えないような状況になってきていることもあって、その中で長期的に人間が考えな

くてはいけないことについては、どうも意識が薄れつつあるのではないかということ

を心配しています。そういうときには身近なところで解決しなければならないような

問題を着実に認識し、その解決方法を提起していくという着実な努力を積み重ねてい

くことが重要かなと思っています。

●委員あいさつ

委 員： 今、議長から、環境が激変していく中で地域から一つ一つ生活を立て直していかな

くてはならないというお話をいただきましたが、私にとっての環境というのは、人間

関係、人と人とのかかわり方の激変を、近年感じています。

つい先日テレビで見ましたが、企業の人事管理にＡＩが導入されているということ

で、見ていてちょっと恐ろしくなったのですけれども。なぜなら、全部コンピュータ

ーのビッグデータで管理されていて、例えばパソコンに向かってずっと仕事をしてい

るとパソコン画面に「あなたは隣の人と目を合わせていない時間が長過ぎます。ちょ

っと隣の方に目を向けましょう」とか「課長のところへ行って５分間話をしていらっ

しゃい」とか指示が出るんです。それで課長のところへ行って「今日の会議を１時間

早めてもらえませんか」「いいよ」「ありがとうございます」。そういうことをして

人間関係が潤滑になったという、かいつまんで言うとそういう番組だったんです。私

たちが空気で感じていたことが全てビッグデータに登録されて、そこで指示を受けて

初めてコミュニケーションが生まれる。それを導入している企業が千幾つあるとか。



－5－

1,900とか……、ちょっとうろ覚えですけれどもかなりの数の企業で、導入している

企業担当者はとてもいいと絶賛なんです。

今、梼原町をネットで見ましたが非常に自然が豊かで、多分そこで交わされる人間

関係にはＡＩなんてないだろうと思います。一方で、先ほどの番組では間もなく人事

管理表もＡＩでされると予告をしていました。どうしてそういう管理に若い人たちが

耐え得るのだろうか、ここはすごく不思議です。

話題が異なりますが、不登校の子供たちの声を聴いていますと、やはり小学校、中

学校、特に中学校が異様に厳しくなっている所があるようです。管理が徹底されて、

部活も自主的にするのではなくて半強制的で、上級生への挨拶も、軍隊調です。ちょ

っと挨拶をしないで通り過ぎたら校庭１周という罰が加えられるとか、そうやって非

常にたがをはめられて自分で考える時間を持てない環境に適応できない子の中に、学

校に行けなくなって不登校になる子がいるとしたら、逆に、不登校のほうがある意味、

健全かなと思うくらいです。また、成績を上げることにだけ夢中になって自分の意見

など言ったら先生に覚えがよくない。そもそも自分の意見など言う暇も余裕もないと

いう声もあります。そうしてベルトコンベアに素直に乗って来た人たちが企業に入っ

てＡＩに管理される、そういう若者世代がこれから増えていくとしたら、これも環境、

人間関係の激変だろうと思います。

このあたりをどういうふうに私たちは見直していくのかということも、私は教育分

野にいる者ですから、非常に深刻な問題だなと思います。

●委員あいさつ

委 員： 今、ＡＩという話が出ましたが、今日の他の会議でも、日経がDeep OceanというＡ

Ｉシステムをつくって、それを金融機関に外販するという話があります。。

どういうものかというと、特に電話の応答ですね、銀行とか証券会社が電話で何か

商品を勧めるときに、いろいろなデータを使って、いかにすれば商品が売れるかとい

うのが画面上に出てくるんだそうです。これを全般的に広げたのはＩＢＭで、今、

Watsonというシステムがあります。あの金融版なんでしょうけれども、話を聞いてい

て何か恐ろしくなってきて、だんだんＡＩというのは日本でも世界でも、人間のある

部分の仕事を奪っていくのだろうなという感じがします。

ただ、これはどうしようもないのかもしれない。では、この中でどうすればいいの
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かと。産業革命だって、打ち壊し運動等があっても結局革命は起きてしまったわけで

すよね。このＡＩ革命というのはより深刻で、何か人間性にかかわってくるような話

です。

議 長： 筋肉系統の能力ではなく、神経系統の能力を独立したメカニズムが持ち始めたとい

うことですよね。

委 員： そうですね。

議 長： 産業革命のときは、少なくとも機械は、人間の筋肉系統の能力が独立したメカニズ

ムになったわけですよね。しかし、今回は違う。

委 員： 怖いというか、どうなっていくのだろうという感じがちょっとしているところです。

それと話が変わりますが、この前の三連休に下北沢で下北沢映画祭というのをやっ

ていたので、行ってきました。橋口監督の「恋人たち」という映画を上映し、その後、

監督のトークショーがあるセッションに参加して、１人2,000円でした。橋口監督と

いうのはいわゆるＬＧＢＴの方で、すごく重い鬱病にかかったこともあって、それを

全部公表して、それが作品につながっていくということをおもしろく話してくれまし

た。こういうのは何か人間的だなという感じがして、こういうところまではさすがに

ＡＩも入って来れないだろうと思いました。

下北沢映画祭、いろいろなところから人が来ていて、いろいろなセッションもあっ

ておもしろいので、ぜひ浦安でもやってもらえないかなと感じました。

市として、まちとしての魅力はＡＩに駆逐されていくようなところではなくて、何

か人間に訴えかけるようなところにあるといいのかなと思いました。

●持続可能な都市経営とは

～拡大成長から安定成熟へと転換期を迎える浦安市の今後の方向性～

議 長： 文化によるまちづくりというのは、これからかなり重視して考えておいたほうが

いいかなと思っています。人間の歴史から言うと、文化はいろいろあります。今のお

話の映画もありますけれども、演劇もあるし美術もある。私は文化活動によるまちづ

くりということを重視しています。なぜなら、恐らくこれからの産業は、人間的な文

化ができるところに興ってくるだろうと考えているからです。

それから、東大もベンチャー企業に力を入れて、どんどんやっている。その社長と

いうか責任者から説明を聞いたんだけれども、僕は全然わからないのですが、「今の
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人工頭脳というのは、認識力が全く違うんです」と言うんです。

例えば「これが駐車場だ」ということは、これまで認識させるのがなかなか難し

かった。奥行きとか何かが決まっているわけでもないし。さらに言えば、ここが

駐車場だと認識させたとしても、たまたま木の影が入ってしまったというとまた

違った認識等があったんだけれども、今は「これが駐車場だ」という事例を見せ

ると自分で認識できるようになるというところまで進歩しています。加えて、事

例を見せるといっても人間と違って電気の速度で、つまり１秒間で地球の周りを

７周り半する速度で見させるから、物すごいですよ。もう一瞬でバッと見られて

認識できるようになってしまうと。

しかも、ディープラーニング─深層学習というのができるようになってきてい

る。今までは人口頭脳のほうが人間よりも優れているのは、ルールが決まってい

るもの。将棋でも何でもルールが決まっているものについて言えば、ルールをち

ゃんと教え込んでおくともう人間を超えられるまでになったと言われていたのだ

けれども、もうその域は超えたと。つまり、自分で問題意識を持って学習するよ

うになっていますと。どういうことをやっていけば自分にとって利益になるかと

いうのも機械が判断して、そして自分にとってこれは不利益になるということも

判断して独自にやっていくので、ルールになっている碁とかを初めとして、もう

ほとんど人間を超えますよと言っています。

では人間の役割はどこかと聞くと、それは最初にインセンティブを設定するとき、

つまりその機械にとって何がいいもので何が悪いものだということを設定するこ

と、これだけが人間のやることとして残っているんですよという社会になってく

ると。いよいよ人間とは何だったのかとか本質的なことを考えながら、政策や今

後の私たちの社会のあり方を考えていかなくてはいけない時代になったのかなと

いう印象を持ちました。

事務局で資料を準備していただいているので、それについてご説明いただければ

と思います。

事務局： 資料１と参考資料１の２つを準備させていただきました。資料１を基本にご説明し

たいと思います。先生方にご意見等をいただくに当たって、少しでも話題のきっかけ

になればということで、浦安市の現状についてまとめさせていただきました。

おめくりいただいて、１ページからになりますが、本日の賢人会議のテーマでもあ
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ります持続可能な都市経営というところで入っていきたいと思います。

（事務局資料説明）

長くなりましたが、私からの説明は以上になります。

議 長： どうもありがとうございました。委員、今の関連で何かありますか。

委 員： いろいろ調べていただいて、ありがとうございました。

議 長： 僕のイメージとちょっと違うところでお聞きすると、工場という場合に、先ほどの

鉄鋼団地は製造ではなくてディストリビューションというか、流通だけですよね。

事務局： 加工・流通ですね。

議 長： 加工もありますか。

事務局： あります。加工は増えてきています。

議 長： どこからやるんですか。鋼管になっているものを加工するんですか。

市 長： 製鉄はしていません。

議 長： 製鉄はやらないんだけれども、鉄鋼を薄板にするとか鋼管にするとかいうのはやっ

ているんですか。

市 長： そうです。

企画部長： コイルになっているものを細く切るとか、そういう加工でしょうね。

議 長： いわゆる製造という意味ではないということでいいですよね。

事務局： 製造ではないです。二次加工のような感じですかね。

議 長： それから、住宅と工場が混雑するといったときの工場は、普通この手のことで考え

ていくと中小の、町工場的な工場だという想定でいいんですかね。

事務局： はい。

議 長： 私は都市計画の専門家ではないんですけれども、そうだとすると、全体に浦安の特

色として言えば、ここに住みたくなるようなというか、生産のまちというよりもむし

ろ生活をしていくまちとして純化していくと考えると、まちづくりで考えられること

は多分２つあります。

僕の知識がいい加減なのかもしれませんが、よく出てくるのは機能別にゾーンを区

切ってしまうというやり方と、それはよくないというやり方と２つあるわけですよね。

これはどちらですかね。



－9－

市 長： そもそも、浦安市の地図を見ていただくと上のほうに元町地域とありますよね。こ

れが埋め立て以前のまちなんですよ。

議 長： これはさっきの混在しているところですよね。

市 長： そうです。

半農半漁のまちで、公害で痛めつけられました。本州製紙の江戸川工場が東京との

間を流れる旧江戸川の上流にありまして、そこから工場廃棄が垂れ流されてきたのが

昭和33年頃。それで漁業権を全面放棄していきます。そのとき、実は川崎のほうから

広がる京浜コンビナート、それから木更津のほうからの京葉コンビナートのちょうど

中間点にありますので、漁師がみんな陸に上がって、公害のない工業地帯でその生業

としました。その名残がこの工業ゾーンです。

ところが、時代が重厚長大から軽薄短小に変わっていく、そのときにまちづくりも変

えていきます。この流れの中で、もうこういう用地はないだろう、まして都心にこん

な近いところということで、国の指導もあり、住宅地に変わっていきました。また、

ディズニーランドが来るとは思っていなかったので、当初はどうも船橋ヘルスセンタ

ーみたいなものを考えていたらしいですが、ディズニーの戦略で日本に進出したいと

いう中で、浦安市にディズニーランドが来ることになりました。ですから、大きな目

標が大分ずれてしまって今に至っている。また、先ほどの説明であったようにＵＲが

撤退する中で、どんどん大手デベロッパーによる土地開発がなされました。

議 長： これは埋め立ての計画では、どういう考えで作られているんですかね。

市 長： 公有水面埋立法ができたのが、工業ゾーン、ちょうど左のほうがＶ字にえぐれてい

ますよね。ここの線が境で１期埋め立て、２期埋め立てなんです。

議 長： この工業ゾーン以外はアーバンリゾートゾーンがあって、元町を除くとあと２つの

住宅地があるということですね。

市 長： 住宅地区ですね。

議 長： 僕ちょっとびっくりしたんですが、割と集合住宅が多いんですね、一戸建てに比べ

て。

市 長： 多いです。

議 長： これは新たに埋め立てたときに、これは機能別に分けて、つまり商業というか……

市 長： 土地利用は、細かく分かれているんです。教育施設用地とか。

議 長： あ、それは分かれているわけですね。まちを新たにつくるときに、エリアごとに生
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活が完結できるような開発をしていくというやり方、つまり、その地区ごとに子供を

生み、育て、死んでいくための施設があるというやり方と、「ここは教育エリア」と

かと分けてしまうやり方と２つあるんですよね。割とマンション等でつくられてしま

うと、多摩ニュータウンなどもそうなんですが、１カ所にばかばかマンションをつく

って…

市 長： 多摩ニュータウンとか、ああいうものとは違うんです。ああいう反省もあり、浦安

市ではＵＲも別の展開をしているんだと思います。

議 長： そこに生活機能が大体揃っているエリアになっているんでしょうか。

前にも言ったかもしれませんが、千代田区は生活機能が少ないので人口流出するんで

すよ。中央区はある程度あるんですよね。中央区は生活機能が残っている。浦安市の

商業施設や生活にかかわるような施設は、そういうエリアとして別にあるのか、それ

ともちゃんと中に組み込まれているんですか。

企画部長： エリアとして設けられているような形になります。開発されたマンションの真ん

中が商業エリアのような、そのような開発です。

市 長： 資料11ページ（浦安市の商業環境）を見ていただくと、割合的には大型店舗がかな

り多いです。大型店が合従連衡を繰り返しています。

企画部長： 今、お手元に地図を置かせていただいておりますけれども、こちらが新町で、今

イトーヨーカドーがございまして、それを囲むようにマンション群があって、こ

ういうところが撤退していくような、そういう動きになってきている。

新浦安駅も真ん中に大きな商業施設があって、周りを住宅が囲んでいる。このよ

うな形が浦安の開発です。

委 員： １つお伺いしたいのですけれども、鉄鋼団地ですね、工業地域。この将来性を市で

はどのように捉えられているのでしょうか。

市 長： 実は私は政治の世界に出る前も、県議のときも、ここは絶対大きく化けると思って

いました。もともとは台東区、墨田区の鉄屋の、小さな町工場的なものがこっちに集

まってきました。そのときは、実は海上輸送。それでふ頭があるんです。ところが、

こんなに陸路が便利になると思わなかった。正直言って、ここにある理由がすごく薄

くなってきている、それでかなり歯抜けになってきていましてね。やはり中国の鉄鋼

進出で勝ち組、負け組も極端になってきているということで、かなり変わりつつあり

ます。
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私のほうは鉄鋼組合に、県内でもあちこち工業団地が余っていますので、ここの

開発を真剣に考えないかという提案をしています。間違いなく変わります。けれども、

それがいつ、どういうふうに変わるか。今までも、東大とかハーバードが何とか開発

にかかわりたいと言ってきています。我々としても非常に注目しているエリアです。

けれども、地図を見ても、今のところやはり特殊なエリアで残ってしまっている。

議 長： 海があるわけですよね。

市 長： 工業地帯として埋め立てたもので、全く親水性のない護岸です。全部直立護岸で囲

んでしまっていまして。

それと、三番瀬が全部埋め立てられる予定でした。それにより、第二湾岸道路が東

京と千葉につながる予定で、それが止まって袋小路になってしまった。それでも、一

番の売りは地の利。都心、例えば永田町、霞ヶ関、日本橋あたりだと大体20分圏内で

行ける。

いろいろな見直しがありまして、震災は、確かに液状化でかなりイメージダウンに

はなったんですけれども、結果として戸建ても含めて一棟も潰れていないんです。倒

壊家屋ゼロ、死者もゼロなもので、そういった意味では地震に強いまちなのではない

かとここのところ言われ始めている。

ただ、先ほどの梼原町みたいに自然豊かなというところとは真逆のまちです。

議 長： あと、いずれにしてもその都市の欠点を見つけて直せという必要はないというのが

僕の主義です。いいところをどんどん見つけて伸ばしていこうという考え方でいくと、

やはり大型テーマパークがあると、文化とかそういったものを集めながら住みたくな

るようなまちづくりということになりますね。

市 長： ここのところで大きな動きは、新浦安駅の近くに日本でトップクラスの音楽ホール

を今、建設中です。

議 長： そうですか。市民プラザのあるところですか。

市 長： 市民プラザとは異なり、ちょうど新浦安駅に隣接するところです。今、どこが運営

するか募集しています。王子ホール、ヤマハホールを抜く音響設備になり、文化の拠

点でもあります。

あともう一つが、高洲七丁目に約2.5ヘクタール、7,500坪ぐらいでリハビリセンタ

ーの誘致が決まりました。

その隣の高洲八丁目ではラグビートップリーグの、ＮＴＴコミュニケーション
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ズ・シャイニングアークスがここに最高の天然芝２面のラグビー場をつくるというこ

とで、１年後には浦安がホームグラウンドになります。そのあたりが大きな動きです

ね。

議 長： ここはスポーツ施設などが充実しているんですよね。運動公園って……

市 長： そうです。

今、先生が言われた運動公園がディズニーリゾートのすぐ隣にあります。ここに硬

式野球のできる野球場が来年３月に完成、2,500人規模の観客席があります。ですか

ら、ここで高校野球の予選大会、千葉県大会を開催できます。こけら落としは千葉ロ

ッテマリーンズの２軍公式試合をやりたいと考えています。

スケートボード場もつくる。

委 員： そうすると、ますますこの鉄鋼団地がどうなるかですね。

市 長： 本当にそうなんですよ。

議 長： 先ほど聞いたように、とにかく流通、ディストリビューションが中心なのですよね。

市 長： そうです。

最初、日本一と聞きましたが、これだけ鉄鋼が集まっているところは世界にないそ

うです。だから自然と世界一になっている。貴重なんです。

議 長： これだと、割と交通アクセスのいいところに住宅が固まり、公共施設等々は外縁に

集まっている。

市 長： 先ほど言いました元町以外は埋立地ですので、白地図の上で計画的なまちづくりが

できました。ただ、もうごらんのとおり未利用地もほぼなくなりつつありますので、

急成長期から安定期、成熟期に入ったと考えています。

あと、高洲にあります高洲海浜公園のパークゴルフ場がすごい人気です。

議 長： パークゴルフって何ですか。普通のゴルフと違うんですか。

市 長： パークゴルフというのは日本で生まれたスポーツですが、本当のゴルフのミニチュ

ア版です。これが今、すごく広がっていて浦安市では公認コースを持っています。現

役のときにはゴルフで社交的にやっていた方がリタイアしてここでプレーしています。

大会を開催すると大体百数十人が集まってくる。こういうものがもっとつくれるとお

もしろいなと思います。

議 長： 病院関係はどうですか。

市 長： 病院もかなり充実しています。
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順天堂浦安病院が今増床工事をやっていて、640床からプラス130床ぐらい。それ

と元町の一番市川市よりに東京ベイ医療センターがありまして、自治医科大学系のＯ

Ｂたちがつくっている地域医療振興協会が運営しています。こちらが340床のベッド

を持っている。

あと中核病院が、大体70床ぐらいずつ持っているのが２つあります。

それと、医療計画的には最後だと思っていますが、先ほど言いましたリハビリセン

ターに、200床を確保するというのが条件で最近事業者が決まりました。

浦安市は先ほど言ったように集合住宅、アパート、マンションが多いので、かかり

つけ医がビル診療のことが多く、深夜・夜間はみんな順天堂浦安病院に駆けつけてい

ます。

議 長： さっきの機能集中ということから言うと、イトーヨーカドー等々が明海大学のすぐ

そばにありますよね、新浦安店を初めとしてここら辺に。普通のまちでは、駅の周り

に商業施設がある都市が多いですが、こちらに集まっているということですよね。明

海大学周辺へのアクセスは歩いていける距離ですか。

市 長： 明海大学は歩いていけます。

企画部長： ただ、新浦安駅前にも商業施設はあります。

議 長： 日常的なお買い物はできるという感じなのですか。

企画部長： 新浦安駅前にはイオンが入っていたり、駅の中にもアトレとか商業施設は駅周辺

にもあります。

委 員： 他の自治体が聞いたら羨むぐらいの計画になっていると思うのですけれども。

企画部長： 先ほど説明させていただいたように、第１期の埋め立て地に、集中的にマンショ

ンを配置しています。それがもう30年以上経ち、高齢化率が非常に高くなってき

ている、そういう地域間格差ですね。

さらに、２期の埋め立て地は、同じように30年以上の時間が経過してしまったマ

ンションと、今、まだこれから建つだろうという開発もあったりして、非常に若

いまちでもある。しかし、いずれにしても何十年か後は同じような形になり得る。

議 長： 住民が減ってきていることはないのでしょう。

企画部長： まだそういうことはないです。

委 員： 保育園とか幼稚園とか、子育て支援関係がたくさんありますよね。若い世代にはそ

れでインセンティブがあると思いますが、一方で、今、若い世代の声を聞くと、親の
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介護がすごく大変なんですね。「高齢化」という言葉が先ほどから何回か出ているの

ですが、65歳以上といってもまだまだ現役なので、どこかを「生涯現役都市」みたい

につくってお年寄りたちが元気に生きていられるエリアがあったら、若い世代が親を

連れてこられるようになると思います。浦安市に親に住んでもらって、必ずしも同居

ではなくてもいいのです。

親の介護をどうしようかという深刻な声を、今、たくさん聞いています。保育園、

幼稚園とか子育て支援施設がたくさんあるのは浦安の魅力なので、もう一つ、「生涯

現役都市」みたいなものをどこかのエリアにつくっていただけると、若い世代はもっ

と喜んで住み続けてくれるようになると思います。

市 長： そうですね。

委 員： どこか、駅の近くがいいのでしょうけれども、若者が何でも自己表現できるような、

ある意味、若者に特化したところをつくってアピールするといいんじゃないかと思い

ます。

市 長： 震災の前まで、新浦安駅前に小さなステージがありました。それを倍ぐらいの大き

さにしましてストリートダンスの人たちに自主運営、自主管理してもらっています。

委 員： なるほど。

市 長： そのステージの前にちょっと公園っぽいところがあります。そこに今、パラソルを

置いて今年の10月からマルシェをやっています、

企画部長： あと総合運動公園のスケートボード場を拡大して、首都圏で最大級のスケートボ

ード場になる予定です。若い子たちのメッカになるのではないかと期待していま

す。

市 長： オリンピックを視野に、浦安の本格的なスケートボード愛好家たちの希望を聞いて

整備をしています。実は今小学校６年生で大人顔負けの子たちが今、出始めているの

で、来年３月までにはかなりメッカになりそうな雰囲気です。

委 員： 境川なんですが…

市 長： 境川ですが、旧江戸川から市役所のところまで水門で塞いでいます。流れていない

です。元町のほうにゼロメートル地帯がありまして、川の水面のほうが高い。

委 員： 水はないのですか。

市 長： 水は流れています。定期的に水門を開けて流れてはいますが、今のところほとんど

閉めている。
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今、一つの大きな課題が、やはり集中豪雨。結構冠水します。大潮のときには一時

的ですけど水がはけなくて、１時間や２時間たてばようやく水位が下がります。

最終的には、河口の部分に水門をつくれば、この川で水上バスが行き来できるんじ

ゃないかと思っています。ただ、水門の設置を県に要望していますが、県が全く応じ

ない。せっかくこれだけ海、川に囲まれていて、親しめないというのもちょっと辛い

ところがあります。

さっき工業ゾーンの話をしましたが、千鳥地区はどちらかというとロジスティック、

倉庫です。都心に非常に近い場所で輸送コストがかからないということで、すごくは

やっている。

議 長： とはいえ、もったいない気がしますよね。何か美しく使えそうな。倉庫ではちょっ

ともったいないかなと。倉庫はいずれにしても、アクセスがよければいいわけですよ

ね。

市 長： そうです。

議 長： さきほど、船は使わないとおっしゃいましたね。

市 長： ええ。千鳥の方はもう使いません。

委 員： そういった浦安の魅力とさらにこれから加わってくる魅力を発信すると言いますか、

ソフトパワーが非常に重要になってくると思います。

都市づくりというとハードだけに目がいきがちですけれども、それを発信してい

くのは非常に重要なことなので、これから構想を立てられるときにはぜひ発信力を高

めてほしいです。

市 長： そうですね。

今、そういった意味では、被災地でかなりダメージを受けましたのでシティプロモ

ーションを本格的に行います。

企画部長： そうですね、もう間もなく。

委 員： それと、工業ゾーンをどうするかということですか。

委 員： 市制施行35周年記念式典のときにビデオをつくられましたね。あれはすばらしいと

思ったのですけれども、あれを使っているのは式典だけですか。

企画部長： あのビデオは式典だけですが、浦安のいろいろな良さをポスター等で外へ発信し

てきました。また、プロモーションビデオをつくろうと今、企画している最中で

す。それをシリーズ物にしまして浦安のよさを伝えていこうと考えています。You
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Tubeや、電車内のビジョン、それから各地映画館での上映前のコマーシャルのよ

うなところで浦安のプロモーションビデオを流していこう、今、そのように企画

しています。

委 員： クリエーターを選んで、きらり鋭いものを、ぜひ。

委 員： あのビデオはとても素敵だなと思いました。

委 員： 利便性についてなんですけれども、最近の若い人は住む場所が23区内という人が増

えています。新入社員を見ると23区でもかなり中心部に住んでいます。若者が住み出

して徐々にインフラが整う形になっています。例えば虎ノ門に住んでいる人間が結構

いっぱいいます。

議 長： 昔は、東京都心に住んでいる人は買い物が問題になっていました。だけれども最近

は、配達やデリバリーが発達している。我々の同年代でも区内に戻ってきている人が

多い。

委 員： いますいます。

議 長： その人に聞いてみると、割と買い物ができるようになっているという。

委 員： ネットで何でも買えるようになってきて、すぐ届けてくれるとなると、実際の店舗

がなくても不自由しない。年をとった人だと引退したら戸建てを売って都心のマンシ

ョンに戻って、好きな映画も見られるしコンサートにも行けるという形です。

議 長： そうですね。都心に戻る際の場所として我々と同年代が目安にするのは、やはり文

化施設です。人が選択をするときには文化的な度合い。例えば品揃えのいい本屋があ

るかが選択基準になります。生きていく上で、文化的な施設が周りにあるということ

は重要になります。図書館はもちろんのこと、音楽ホールとか美術館とか、あと芝居

が見られるところ劇場とかです。

ヨーロッパは、劇場がまちの中心にあるけれど、日本は演劇が弱い。日本だけが演

劇にかかわる大学がない。例えば、北京大学には演劇学部があるのに、東京芸大には

演劇学部がない。

歌舞伎や能も見られるところが少ないです。浦安市には落語が出来るところはあ

りますか。

市 長： ありません。

寄席ができるところは、今、音楽ホールとセットでつくろうとしています。

企画部長： 今、しんうら寄席というのを市民プラザで、60人の小さいホールで２カ月に一回
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やっていますが毎回いっぱいになっています。

市 長： 常設はないですけどね。

議 長： 伝統的な芸術が楽しめるところが少ないですよね。博物館も少ない。

委 員： 市の持っているスペースを劇団に貸し出せば、独立劇団などは、発表の場がなくな

ってきているのでいいのではないか。

議 長： 演劇、音楽、美術など日本は新人が発表や展示できる場所が少ないですよね。委員

がおっしゃったように、少し文化にも力を入れたらどうでしょうか。（時間なので）

そろそろいいですかね。

企画部長： はい。ご意見いただきまして、ありがとうございます。

議 長： すみません、ちょっとまとまりがつかなくなりましたけれども。

市 長： ありがとうございました。


