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かみはし泉のまちづくり構想（原文） 

「成熟社会のモデル都市・柏の建設」 

 

柏市議会議員   上橋 泉 

 

                     前 書 き 

第 1 ページから第 6 ページまでは、「追記」と明記された箇所を除き、平成 19 年元旦に私が書き上げたまま

の文章となっています。それを今日までの状況変化に応じて全面書き換えすることをあえてしなかった理由は、

この「まちづくり構想」では構想項目の具体的内容よりも、それを思いついた私の思想・価値観を市民の皆様

に知ってもらいたいと考えたからです。それ故、私が構想項目を着想した根拠を詳しく書かせていただいてお

ります。この根拠を理解していただければ、私が柏をどのような雰囲気の漂う都市（まち）にしてゆこうとし

ているのか凡その見当をつけていただけると思います。「成熟社会のモデル都市・柏の建設」を最初に執筆した

平成19年元旦以降の状況の変化は、｢追記｣という形で示すこととしました（追記箇所を除いて、第1頁から第

6頁までが平成19年元旦に執筆した「かみはし泉のまちづくり構想」の原文です）。 

まちづくりの諸施策を一人で網羅的に書き上げることは、私の能力を超えるところです。よって私は最初か

らそのような徒労な試みをすることなく、個々の施策に私がどのような思いを込めているかに重点を置いて書

きました。どうか、そこにある私の思いを汲み取って下さい。          （平成20年秋分の日追記） 
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 成熟社会とは  

◎ 人生9０年時代の到来と２１世紀の日本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

高齢化社会の到来に伴う課題は、医療介護の問題に留まりません。高齢者の大半を占める健常者の20年、30

年にも及ぶ長い老後の過ごし方も、医療介護に劣らず大切な問題です。これを退屈との無期限に続く戦いの始ま

りと捉えるか、又は、それまでの前半生を反芻し、それを創造的、個性的な人生へと充実完成させて行く好機の

到来と捉えるかで、人生の最終的評価が全然違ってきます。 

この点をよく自覚するなら、長い老後は各人にとって人間的成熟の大切な時期であることが理解できると思い

ます。私は、全国各地から縁あって柏に移り住んでこられた方々が、この都市で定年後いかに各人の内面的成熟

を実現されてゆくか、柏市はそれにどのように協力できるのかについて、議員になって16年間考え続けてきま

した。以下に示すところは、成熟社会のモデル都市・柏の建設に向けて、私がこれまで思索してきたところを要
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約したものです。 

◎ 成熟社会との出会い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1. 私は柏出身者でありません。従って当地には親類縁者が一切いませんでした。私の郷里、鳥取県東郷町（現

在は湯梨浜町：二十世紀梨の日本一の産地）には、プライバシーがないという不自由はあるものの、誰かがいざ

不幸に襲われたときの相互扶助のシステムが、私が育つ頃にはありました。 

私が柏に移り住んで以来、「柏に全国各地から集まってきた人たちにとって､現役時代は終身雇用制をとる企業

が相互扶助の働きをしてくれるものの、彼らが退職した後、はたして柏が嘗て日本の各地にあったような安心の

システムを、転入してきた第一世代に対し提供できるだろうか？」という疑問が、私の心をとらえて離しません

でした。 

その中で柏が相互扶助のコミュニティーとなってゆくには、一つの大きなハードルがあることに気付きました。

それは見知らぬ人間に対して、自分の弱さ、醜さをさらし出したくないという人間のもつ自我の殻です。この殻

をぶち破る社会教育の必要性を感じました。 

私が平成 4 年に、柏における社会教育の第一人者としてつとに名の知られていた麗澤大学の水野治太郎教授

（柏市健康福祉審議会・会長）の研究室のドアを初めてたたいたのは、この動機からでした。当時、水野教授は

『成熟の思想』という著作を著されて、「弱さにふれる教育」を提唱しておられました。そのエッセンスは、日

本を互いの心の痛みを分かちあうことのできる社会にしてゆこうというものでした。水野教授は、その思想的実

践として上智大学のアルフォンス・デーケン教授が創始された「生と死を考える会」の東葛支部の結成を構想し

ておられました。私は水野教授からこの結成への参加を求められました。この運動への参加は、私が政治家とし

て成熟社会を志向する発火点となるものでした。         

 

2. 私は平成4・5年より､仕事上でデンマークとの関係が深くなりました。相手先企業はユトランド半島の中心

部の地方都市にありますが､きわめて静かな落着いた都市です。デンマークを訪問した人は、誰もがこの国につ

いて、「なんと静かで落ち着いた社会であることか！」という印象をもってしまいます。その原因を考えてみま

したが、デンマーク社会の流行が日本のように若者中心につくられていないことに気付きました。テレビを見て

も、デンマーク語で放送される番組には日本の民放のバラエティー番組のようなものがありません。このような

番組はあるにはありましたが、輸入物と一目でわかる英語の番組でした。商店街も、歩行者、自転車利用者用に

つくられており、酒場はあっても若者が群れをなしてたむろするような盛り場はありません。 

では人々は何を楽しみに生活をしているかというと、各人がスポーツにせよ文化活動にせよ､はたまたボラン

ティア活動にせよ、自己の人生の中味を濃くするような活動にエネルギーをそそいでいます。ひとことで言うな

ら、成熟した大人の香りのする社会です。これが成熟社会の姿なのかと思わされたものです。 

◎ 成熟社会と成熟の思想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1. 成熟社会は高度福祉社会とは違います。市民の不幸を救済する第一義的責任を政府に負わせようとする社会

福祉の思想は今なお地方議会で中心的議論を占めていますが、高齢化が急速度で進んでいるわが国にその力はあ

りません。 

これからの日本では、幸運にも心身の障害・経済的困窮・人間関係からの孤立などの人生の重荷を免れた人々

（以降、便宜的に「強者」と称する）と、これらの人生の重荷を背負った人々（以降、便宜的に「弱者」と称す

る）が無関係に過ごすことはできません。このような階層分化を放置することは日本社会の崩壊に直結するでし

ょう。 

成熟社会では強者は弱者にいかに接すべきでしょうか。このときの心の姿勢がきわめて重要であると私は考え

ます。伝統的には、強者は弱者を可哀想にと同情することが美徳とされてきました。全ての人々がこのような惻

隠の情をもつ社会であれば、社会問題の多くは政府の介入なくして善意の人たちの博愛精神で解決されるかもし

れません。しかし現実には、強者の大半の方々は自分が強者であることを当然視して、弱者に関わりたくないし、
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彼らのことを知りたくもないという姿勢をとります。 

この心のバリアーをいかに克服すべきでしょうか？水野教授は、成熟社会では自らも含めて全ての人間のもつ

弱さを臆することなく認め合うことが必要だと提唱されました。そうすることにより、弱者をごく普通の人と見

ることが可能となり、身構えた博愛精神を発揮することなしに自然な形でボランティア活動に入ってゆけるよう

になると説かれました。私は水野教授の成熟の思想に接したとき、ここに成熟社会建設の大きな鍵があると強く

共鳴致しました。 

 

2. その後、数年を経て私の心の中にある人生観が生まれてきました。人が人生の重荷を背負うのは人間が生来

弱いからでもなく、生まれつき不運であるのでもなく、むしろそこに人生を生きることの本当の意味を発見でき

るチャンスが秘められているという人生観です。この人生観から弱者を見ると、彼らは同情の対象でもなければ

人生の敗者でもない。むしろ彼らは、人生を生きる意義を深く考えるチャンスを与えられているという点で、人

生の重荷を背負う体験をしたことのない人たち（強者）より、恵まれた人生を送っておられるのではないかと言

う人生観です。そのような視点で見ると、弱者は悲しみを知らない人（強者）に対する心の師範であるとも言え

ます。弱者と交わることは、強者にとって心の大いなる学びであることが、私には分かってきました。 

私が考える成熟社会とは、人間の価値は外観ではなく内面にあることを発見し、その内なる価値を互いに敬し

合い、人生の重荷を背負った人 （々弱者）に出会ったときには、この出会いを偶然のものととらえるのではなく、

ここに自分も人生の勉強をさせてもらえるチャンスがあるのだという思いをもって、彼らと接して行く社会です。

成熟社会は、全員が弱者のためにボランティア活動をすることを求められる社会ではなく、日常生活で弱者のた

めにこまかな配慮を、自然な気持ちから行える社会です。このような人生観が無ければ、障害者と健常者の間に

心の壁が残り、どんなに行政がバリアフリー化に努めても、障害者と健常者が社会生活を共にできるノーマライ

ゼーション社会は実現しないでしょう。ノーマライゼーション社会の実現に必要なのは、以上のような人生観の

革命なのです。 

 

（ 平成25年6月1日、アミュゼ柏で「普通に生きる」という映画を見ました。静岡県富士市で重度心身障害

者のための生活介護事業所立ち上げに至るまでの、障害者と家族並びにボランティアの方々の苦節5年間の日々

を記録した映画でした。その映画のパンフレットに浅野史郎・前宮城県知事が推薦の言葉を寄せておられました

が、その一部を引用紹介申し上げます。 

「見終わって、いろいろなことを感じる。こんな重い障害を持った人たちが、幸せになってよかったね、とい

うことだけでは終わらない。この映画は、さらにその先の根源的問題、人間とは何か、人生とは、生きるとは、

幸せとは何か、地域の力とは何か、家族とは何か、障害者問題を超えて、もっともっと大事なことを教えてくれ

る。教えてくれるのは、ものも言えない、自分では動けない身体の彼ら重症心身障害者が地域で生きる姿である。

そこまで我々を導いてくれる、この映画に乾杯。」 

私が拙い言葉で説明した「成熟社会と成熟の思想」を、浅野前知事は私よりはるかに適切にわかり易く述べて

おられます。私が「成熟社会と成熟の思想」で主張したいことがここに言い尽くされていると思います。 

平成25年9月15日追記）                         

◎ 成熟社会と地方分権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

成熟社会はデンマークの例を見ても明らかなように、静かな大人の社会です。従って成熟の思想はイデオロギ

ー的教条主義も過度のナショナリズムも嫌います。いずれも人間の闘争心を賛美する思想だからです。 

人間が闘争的になる政治的環境というのは、大衆の情念が政治の帰趨を左右する人口の大きな社会です。政治

家が大衆のエネルギーを利用しようとして大衆を扇動します。一方で、政治家も大衆の激情に流されてしまいま

す。 

デンマークが政治的にも成熟社会であることが可能なのは、人口が千葉県のそれより少ない550万人程度であ

るところに、その要因があると思いました。その意味でも日本も地方分権を強力に推し進め、日本社会の政治単
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位を財政的に自立可能範囲で細分化してゆくべきだと思います。 

地方分権が文化面でも強い影を落とすようになれば、江戸時代のように地方文化が娯楽の中心を占めるように

なるでしょう。その結果、文化面での東京一極集中がなくなり､今日見るような東京発のバラエティー番組ない

しはワイドショーなどが影を薄くしてくれることを願っています。 

◎ 成熟社会と地方自治体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 成熟社会の成立には、政府の諸施策よりも個々人の価値観の転換が重要です。自由主義社会では政府が個人

の価値観に介入することは許されませんので、成熟の思想の社会的浸透は基本的には民間有志の活動を待つこと

になります。 

 この種の社会運動は、柏でもこの20年ほど前から、生涯現役団体による交流活動、福祉介護の領域でボラン

ティア活動として始まりました。これらの運動が市内にお住まいで手助けを必要としておられる方々に十分な安

心を提供しきれているかというと、供給が需要に追いついていません。理想的な形としては、行政ないしはボラ

ンティア団体にこれらのサービスの提供を申請し、彼等からサービスが提供されるのを待つのではなく、身近な

人が任意で自分の周囲の人々にそのようなサービスを提供できるような社会に、少しずつでもなってゆく必要が

あります。 

そのような意味で、私は地方自治体の施策から、少しずつ成熟社会のフィロソフィーを日本社会に浸透させて

ゆきたいと考えています。そのような試みとして、柏市においてどのような政策を実施してゆけば、柏が成熟社

会のモデル都市としての評価をうけるようになるかを、以下の「成熟社会のモデル都市・柏の建設に向けた施策」

で論じてみます。 

（ 平成28年から、生活支援や介護予防が介護保険から外れて、「総合事業」として自治体が自前の予算でこれ

らを行わなくてはならないようになりました。どの自治体も財政に余裕がありませんから、生活支援や介護予防

にボランティア団体や個人の協力が出てくることは非常にありがたいことです。    平成28年6月30日） 

              

 

 成熟社会のモデル都市・柏の建設に向けた構想項目  

 

◎ 人の一生を見つめる学校教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

核家族化は、子どもたちから人の一生のサイクルを見つめる機会を奪っています。一人っ子は赤ちゃん誕生を

目にすることがありません。祖父母が遠くに住んでいる子どもたちは、人の老いと死を目にすることがありませ

ん。生老病死を身近に体験することが、子どもたちに「共生の感情」をはぐくむことになります。 

小学校の高学年に幼稚園・保育園での育児体験を、中学生に施設或は在宅での老人介護の体験を、課外授業と

してとり入れてゆきたいと思います。 

◎ 障害者の子どもを持つ親御さんの不安解消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

身体・知的・精神障害をもつ方の親御さんの最大の心配は、自分達が逝去した後、子どもが持続的にサポー

トを受けられるかどうかです。平成 19 年から自立支援法が施行され､サービス費用の一割負担が受益者に求め

られるようになったことから、その不安が大きくなりました。 

障害者の身内の誰かに､障害者が死ぬまで福祉サービスを受けるに必要な資金を預託して、障害者の毎月の出

費を支弁してもらえる家族は幸せです。しかし､一人っ子が障害者である家庭も少なくありません。兄弟姉妹が

協力してくれない家庭もあるでしょう。そのような場合、信託銀行に資産を預けることになるわけですが、それ

でも残る問題は、障害者の子どもがどれだけ長生きするかという点が不明だということです。多少の資産を信託

銀行に預けていても、子どもが予想以上に長生きをし、或は福祉サービスの受益者負担割合が将来さらに拡大し

たとき、信託した資産が底をつくようなことになりはしないかという心配が払拭できません。 
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このような不安を解消するため､柏市と生保会社とが組んで障害者共益基金を創り、障害者を子にもつ両親か

ら、希望される方に限ってですが、障害の種類別重度別に計算した平均余命に基づいた資産を信託していただき

ます。実際には、計算された平均余命よりも長生きされる障害者、或はそれより早く亡くなられる障害者がおら

れるでしょう。前者では信託資産が不足し、後者では信託資産が余ることになります。後者で余った資産を、前

者で不足する資産に回すという保険型基金を市で運用してみたいと思います。 

 

（ 障害者或いは認知症が進んだ高齢者のために、身内以外の人でも、管理を委託された財産から生活費の出費

を支弁できるようにしたのが、成人後見制度です。認知症問題が深刻になり出したころから普及し始めました。 

平成19年3月31日追記） 

 

（ 都道府県を実施主体とする｢心身障害者扶養保険｣があることに、あとで気付きました。自立支援法の利用者

負担も応益から応能に改められようとしています。                  平成21年9月4日追記） 

◎ 大人向けストリート・ミュージックを・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

今日の柏駅周辺のストリート・ミュージックは、例外なくロック系、フォーク系で、中高年齢層にとっては喧

噪な感じがして、なじめません。 

柏駅周辺のストリート・ミュージックは民間主導で行われてきたものの､柏市もこれを強力にバックアップし

てきました。柏市は、今日見るような柏駅周辺でのストリート・ミュージックの隆盛に深く係わってきました。

であるなら、柏市がその音楽ジャンルについて影響力を及ぼすことは、別に市の不当介入とはなりません。これ

からは古典ジャズのカルテットなどに声をかけ、柏駅周辺で中高年齢層向けのジャズ演奏も聞けるように致しま

す。 

◎ 建築紛争の円満な解決のために包括的な調整条例の制定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

柏市議会議員をして16年に近くになりますが、この間一番つらいと思った仕事は、建築紛争にまき込まれた

ことでした。開発側の地権者も緑地で保全できるものならそうしたいが､重い固定資産税、相続税、土地保有税

に耐えられなくなっての開発計画です。 

一方、サラリーマン世帯の方々も、首都圏の中でも比較的緑の残る柏を終の住拠と定めての定住です。故に、

彼らの周辺に喧噪な道路ができたり、日照を妨げるような中高層建物ができるのに反対される気持もよくわかり

ます。 

このような紛争例は市内各地にありますが、住民の方々は他地区での紛争例をご存知ないのか、住民の方々か

ら市が緑地を買収するようにとの要求が出されます。紛争のたびに柏市が緑地を買収していたのでは、柏市の財

政はたちどころに破綻してしまいます。住民の方々は、自分たちの地域には特別の事情があるのだということを

主張されますが、「当地にだけ特別の事情はありませんよ」と説明するのは、我々市議にとってつらい仕事です。 

このような建築紛争がドロ沼化、長期化すると、地域コミュニティーに亀裂が入り、落ち着いた老後の生活を

望んでおられた方々に暗い影を落とすことになります。 

平成18年川崎市は、各種の建築紛争の調整を市が行う基本ルールを定めた「総合調整条例」を施行しました。

柏市は「法令に基づいての指導は十分行っており、このような条例を制定しても法令以上の規制は行えない」と

いう理由で、この種の条例制定に消極的です。  

しかし､総合調整条例があれば、市内各地の建築紛争の情報が共有され、市民もどこまでが権利で、どこまで

が受忍限度であるかということが明らかになります。柏市における現在までの紛争処理のやり方は、個別的、非

公開的であり、これが住民の側にどこまでの主張が可能か、疑心暗鬼を生む原因にもなっています。その意味で

も、建築紛争総合調整条例は建築紛争のドロ沼化を回避することに役立つはずです。 

 

（ 事業者に開発事業の事前公表の義務を課し、近隣住民との間で紛争が発生したときの斡旋・調停の手続を
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定める「柏市開発事業等計画公開等条例」が柏市議会平成21年3月定例会で成立しました。 

平成21年9月4日追記）                  

◎ 「香取の海・自然と歴史遊歩道」を世界に情報発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

私が死ぬまでに是非一度訪ねてみたいところに、イギリスの湖水地方があります。ウィリアム・ワーズワー

スとベアトリックス・ポッターの文学で世界に知られる湖水地方には多数の湖沼があり、それらをつなぐトレ

ッキング・コースには、イギリス国内及び世界各地から多くのトレッキング愛好家が集まって来ます。 

関東平野の中心部は中世までは香取の海と呼ばれる海でした。これが地面の上昇と利根川の堤防整備で陸地

となりましたが、各地に湖沼が残されました。関東平野の中心部は、氷河地形を持たない日本では、めずらし

く湖沼の多い地区となっています。これらの湖沼のグループは、東に霞ヶ浦・北浦を中心とする地区と、西に

手賀沼、印旛沼を中心とする地区と、北に牛久沼と菅生沼を中心とする地区があります。これらの湖沼をつな

いでトレッキング・コースを選定します。距離が長くなっても、河川の土手を通ったり、田圃の畦道を通った

り、林道を通ったりして、自然と眺望に富むルートを選びます。 

このコースには多くの文化遺産があります。手賀沼の白樺派文化人のことについては説明を要しないでしょ

う。印旛沼の江戸時代における大干拓と治水は、まさに徳川幕府の歴史でした。佐倉城址、成田山、宗吾霊堂

周辺はルートの中で最も歴史遺産に富む地区です。牛久沼には、河童の絵で有名な小川芉銭がいました。菅生

沼は白鳥の飛来地として有名です。霞ヶ浦と北浦の周囲には、香取神宮と鹿島神宮という日本を代表する神社

があります。 

このトレッキングルート上、利根町には日本民俗学の開祖・柳田国男が、伊奈町（現つくばみらい市）には

幕末の探検家・間宮林蔵がいました。間宮林蔵が若い時代に築いた岡堰は、今では桜の名所となっています。

このルートを「香取の海・自然と歴史遊歩道」と名付けます。 

イギリスの湖水地方でもトレッカーは、途中パブで宿泊して数日かけて歩きます。香取の海・自然と歴史遊

歩道でも、全部徒歩で歩き切るには一週間以上を要するでしょう。故に、この遊歩道の途上には安価な宿泊施

設が必要でしょう。これが山海珍味をふるまう温泉旅館のようなものにならないことが大切です。 

香取の海・自然と歴史遊歩道は、高齢者の生涯学習意欲を刺激し、健康増進に資するところが大でしょう。 

 

（  私は平成21年2月に、2日間という短期間でしたがイギリスの湖水地方を訪問しました。湖水地方は平地

の多いイギリスではめずらしい山岳地域で、イギリスの人たちにはそれが魅力となっていました。香取の海は

日本では珍しい大平野のど真ん中にあります。イギリスの湖水地方はイングランドの最北端でロンドンから特

急で3時間以上かかります。一方、香取の海は首都圏にあります。何回かの週末に分けて、これを回りきるこ

とも可能です。「香取の海・自然と歴史遊歩道」はイギリスの湖水地方に負けない魅力を秘めていると思います。     

平成21年9月4日追記） 

 

 

 選挙公約の本来の姿を示しました  

 

以上のまちづくり構想は、私の政策のベースとなる成熟の思想との出会いとその内容の解説が中心になって

います。政策は本来一つの哲学から派生させるべきものです。それが守られている限り、個別の政策は議論の

過程で次々と新しく生まれてきてよいものですし、時代の推移に伴って政策の内容も変化して行くべきもので

もあります。大切なのは中心的な思想です。 

ところが、従来の選挙公約は、その哲学を明確にすることなく政策項目を羅列するものがほとんどでした。

私は、あえてこれに挑戦しました。その結果、ここに列挙されている政策は現在私が思いついているものに限

られましたが、これは決して政策を限定するものではないことをご理解いただければ幸いです。 

このまちづくり構想は未完成です。皆様との議論を通じて充実してゆきたいと考えています。ただし、その
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政策は成熟の思想を反映したものでなければなりません。これまで、哲学なきいいとこ取りの選挙公約がいか

に多かったことでしょうか。私はいくつかの選挙公約を参考にした中で、これはいいなと思うものにいくつも

出会いました。しかし、その由来する思想的源流を考え、成熟の思想と共通する点のないものはあえて捨てま

した。 

このような贅肉をそぐ作業を経て生まれた「まちづくり構想」です。皆様から、あらたな政策をご提言いた

だくに際しても、その点のご吟味を経ていただけますれば、私の最高の喜びとするものです。      

以上、平成19年元旦記 

 

かみはし泉のまちづくり構想 

「成熟社会のモデル都市・柏の建設」続編 

平成19年の元旦に、『かみはし泉のまちづくり構想「成熟社会のモデル都市・柏の建設」原文』（これを「構

想原文」と称します）を書き上げました。その後、構想項目が色々と思い浮かび、逐次書き加えて行きました。

これを『かみはし泉のまちづくり構想「成熟社会のモデル都市・柏の建設」続編』として一括りにしました。「構

想原文」末尾の「選挙公約の本来の姿を示しました」で約束申し上げましたとおり、成熟の思想と調和しないも

のは、続編でも何ひとつ取り上げていません。 

「構想原文」では構想項目は5項目しかありませんでしたから、これらを政策分野別に整理することはしませ

んでした。「構想続編」も構想項目を思いついた都度、逐次書き加えましたので、これらも政策分野別に整理さ

れていません。しかし、原文と続編 併せて構想項目が現時点で12項目に達し、今後増えてゆくことが予想され

る今（注：平成 29年 7月現在で 50項目）、これらを政策分野別に整理しないことには市民の皆様のご理解に混

乱を招くだろうと考えまして、「平成20年秋以降に、追加した構想項目」を列記する前に『まちづくり構想で示

す構想項目の政策分野別一覧表』を挿入しました。 

       （平成20年秋分の日記）  

柏市議会議員 かみはし 泉 

 

まちづくり構想で示す構想項目が、飛躍的に増えて参りました。これらすべての構想項目が一つの理念から生

まれ出ていることを示すためには、「構想原文」の「まちづくり構想」の理念である「成熟社会と成熟の思想」

を補強する必要性を感じるようになりました。そこで、以下の通り「生きること」の意義付けという視点から「ま

ちづくり構想」の理念の見直しを行い、「『生きる喜びが実感できる都市・柏』を目指して」を加えることとしま

した。                                   平成29年6月30日追記 

 

「生きる喜びが実感できる都市・柏」を目指して 

以下で取り上げる「生きること」の三つの視点（「生きて行くことは幸せだ」、「生きていて幸せ」、「生きて

きて、よかった」）は、私が考えるまちづくりの大きなテーマになるものです。この三つの視点を一括りにして、

「生きる喜びが実感できる都市・柏」と称することとしました。「『生きる喜びが実感できる都市・柏』を目指し

て」は、「『成熟社会のモデル都市・柏』の建設」とともに、私の「まちづくり構想」理念の両輪となるものです。 

 

1 「生きて行くことは幸せだ」という信頼 

赤ちゃんの誕生は、本来、大変な慶事です。ところが、近年、赤ちゃんの誕生を必ずしも喜ばない親御さんが

増えてきたようです。赤ちゃん虐待の悲しいニュースが連日のように続きます。虐待で命を落とす赤ちゃんも少

なくありません。おなかの赤ちゃんや、誕生したばかりの赤ちゃんに愛情を感じない親はいません。なのに、赤
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ちゃん虐待に走る親には、この子は幸せになれないだろうと、親の狭い料簡で勝手に決め込んでいる側面があり

ます。 

子どもの運命は親とは別です。歴史上の多くの偉人が、恵まれない環境で生まれ育っています。彼らの多くが、

血のつながらない人に愛情豊かに育てられています。親の目から見ると赤ちゃんは、実に小さな命です。しかし、

赤ちゃんは、親が気付かないだけで、本当は大きな可能性を秘めているのです。だから、赤ちゃんは、親が貧し

くて十分なことをしてやれなくても、ともかく生み育ててゆくことが必要です。赤ちゃんは天が育てて下さると

いう信頼があれば、子どもの運命は自ずと開けてきます。必要なのは、「生きて行くことは幸せだ」という信頼

です。 

（下記の構想項目の政策分野別一覧表の「子育て支援／柏市は児童相談所の設置市になるべきだ」で、里親制

度と特別養子縁組について論じています） 

 

2 「生きていて幸せ」と感じられる毎日 

平成28年4月から、障害者差別解消法が施行されました。同法の施行から1年を機に、柏市は「柏市障害者

計画策定のための基礎調査報告書」を発表しました。報告書の中で、「障害者が社会参加するにあたって、どの

ようなことが必要ですか？」という問いに対し、障害者の69％の方々が、「障害者への配慮があること」と答え

ておられます。障害者差別解消法は、官民を問わず社会全体が、このような配慮をして行こうというのが立法趣

旨でした。健常者全般は、このような配慮をして行けるでしょうか？ 

健常者全般がこのような配慮を自然に行うことに対する最大のバリアーは、障害者の生活実態をよく知らない

という一種の不安です。身内に障害者をもたない人々は、障害のある人生は不幸そのものと考えてしまいがちで

す。だから、胎児の新出生診断で障害の陽性反応が出ると、94％の方々が中絶を選ばれるのだろうと思います。

障害者とは、いくばくかの寄付することを除いて、無関係に生きてゆきたいと思っておられる方が多いのだろう

と思います。 

私は身内に障害者がいますので、「障害の有無と人生の幸不幸とは直接的な関係はない。障害があっても人生

は十分幸せである。障害がなくても不幸な人生はある」ということが実感としてわかります。平成28年11月厚

生労働省の研究班が、ダウン症の方々に「毎日幸せと思うことがあるか？」と尋ねたところ、「はい」が71％、

「ほとんどそう思う」が20％という結果を発表しました。意外に思われる方が少なくないと思いますが、これ

が障害者ないしはその家族の正直な気持ちです。私が、先ほど、「健常者全般がこのような配慮を自然に行うこ

とに対する最大のバリアーは、障害者の生活実態をよく知らないという一種の不安です」と述べた理由がここに

あります。 

従って、ノーマライゼーション社会を進めるためには、障害者をよく知るということが必須です。そのために

は、学校教育における「インクルーシブ教育」が必要なのです。「全ての障害児を同じ教室で」とは申しません

が、親御さんの意思に反しない限り、障害児は特別支援学校でよりも、特別支援学級で教育の機会を与えられる

べきだと思います。障害児と同時期に学校にいたという体験は、必ずや健常児の生涯において、後年生きてくる

と思います 

（第2ページの「成熟社会と成熟の思想」で、ノーマライゼーション社会の実現について、論究しています） 

 

3 「生きてきて、よかった」と納得できる美しい老後 

 ある日、テレビをつけると、京都の大原の自宅にハーブガーデンをもち、四季折々のハーブを楽しんでおられ

ることでつとに知られるイギリス貴族出身のべネシア・スタンリー・スミスさんが出ておられました。1950年

生まれの彼女は、「この年になって思うのは、美しく死にたいということです」と語っておられた。この「美し

く死にたい」という言葉が、彼女より一歳年上の私の心に突き刺さりました。考えてみると、私も体が元気で活

躍できるのは、あと10年くらいでしょう。この間に、自分の人生に、自分で納得できる意味づけをして行かな

ければなりません。そうすることによって、初めて美しい死を迎えることができるのではないかと言う気持ちが、
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無意識のうちに自分の心の中で芽生えてきていました。べネシアさんの言葉を聞いて、人間は前期高齢者になる

頃から、誰しもこのように思いになるものなのかなと、考えさせられた次第です。私はある生涯現役を志向され

る高齢者の団体に所属し、時折、会の活動に参加させていただいているのですが、会員の皆様の活動姿勢を拝見

しながら、このような気持ちから、生涯学習活動に、或いは社会貢献活動に参加しておられるのではないかと感

じています。 

 人間は、年をとってゆくと無欲になってゆくと同時に、純粋な美しさを求めるようになるものです。私は、還

暦を前にした頃から、喧騒なもの、肉感的なものを避けたいと思うようになりました。柏市は、団塊の世代の人

口が多い都市です。2025年には、団塊の世代の全員が後期高齢者になります。彼らが自分の人生に納得を覚え、

柏に居を構えたことに満足を覚え、美しく死んでいけるよう、柏市は緑の保全、公園整備、市立中央図書館の整

備などを行ってゆくべきです。高齢者の方々が、自分の人生に納得できる意義づけを求めて、各人なりの活動を

されて行かれる中で、柏市のヘリテージが形成されてゆくと思います。そして、柏市は品位あるまちになってほ

しいと思います。 

高齢者に介護予防を意図した活動への参加を誘導するよりも、高齢者自らが、自己の人生の完成を求めて種々

の活動をされることの方が、はるかに効果的な介護予防にもなるはずです。 

（下記の構想項目の政策分野別一覧表の「都市の姿／柏市の品位とヘリテージの確立」で、都市の品位とヘリテ

ージを論及しています）  

                            

『かみはし泉のまちづくり構想／成熟社会のモデル都市・柏の建設』で示す構想項目の 

政策分野別一覧表 

政策分野 構  想  項  目 掲載ページ 

都市の姿 
・柏市は政令指定都市をめざさない 

・柏の品位とヘリテージ（遺産）の確立 

・・・16 

・・・26 

福祉 

医療 

・障害者の子どもをもつ親御さんの不安解消 

・重度心身障害者の入所施設の建設 

・医療的ケアの必要な重心障害者の在宅支援の充実 

・ノーマライゼーションのまちづくりを民間人の知恵と経験に求める 

・柏市国民健康保険料の引き下げを求める 

・市立柏病院は現地で早期に建替えられなければならない 

・・・4 

・・・20 

・・・28 

・・・29 

・・・31 

・・・37 

子育て支援 

・子育てのために親子の時間が十分とれない働く母親の矛盾を解消します 

・父親に一日保育士を体験してもらおう 

・柏市は児童相談所の設置市になるべきだ 

・子どもの貧困対策は「子ども食堂」から 

・・・11 

・・・31 

・・・36 

・・・43 

環境 

・食べ物の「もったいない教育」からエコマインドを 

・市内の全ての公共施設で太陽光発電を 

・貴重な緑地の確保のためには鑑定価格主義の例外を認めるべし 

・大青田の美しい森を「恋人の森」（婚活の森）として保全しよう 

・・・13 

・・・18 

・・・34 

・・・42 

労働 

・若い介護職の方々を支援します 

・柏市も若者の正規雇用拡大に協力 

・若者の就労支援を強力に推進します 

・市役所内でも同一労働同一賃金へ近づけます 

・・・10 

・・・11 

・・・15 

・・・40 
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住宅地空洞化

対策 
・住宅地の空洞化を防ぐために三世代住宅を促進します ・・・40 

経済 ・柏の葉国際キャンパスタウン構想をＥＵ型クラスター開発モデルで見直す ・・・23 

社会資本整備 

・景観の美しい都市（まち）づくり 

・北部整備計画の見直し 

・柏駅周辺再開発ビルはＤａｙ Ｏｎｅタワーを最後とすべきだ 

・柏そごうを商業施設と公共施設の複合利用により再開させます 

・柏駅西口北地区再開発を取りやめ、同地区の不燃化事業で防災対策とすべし 

・・・15 

・・・18 

・・・21 

・・・35 

・・・39 

建築紛争 ・建築紛争の円満な解決のために包括的な調整条例の制定 ・・・5 

教育 

・人の一生を見つめる学校教育 

・英語教育は会話から読み書きに力点を移します 

・柏市トータルの学力テストの結果を公表します 

・若者に夢を与える教育 

・家庭の美しさを説く教育 

・引きこもり対策の一つとしてホームスクーリングを認める 

・学校間の過密過疎問題の解消 

・・・4 

・・・12 

・・・13 

・・・14 

・・・14 

・・・17 

・・・20 

生涯学習 

文化 

・大人向けのストリート･ミュージックを 

・「香取の海・自然と歴史遊歩道」を世界に情報発信 

・柏ふるさと公園に野外音楽堂「手賀沼ハーフシェル」を建設 

・一中学校区一近隣センターは守らなければならない 

・・・5 

・・・6 

・・・15 

・・・36 

行財政改革 

・公共工事施行時期の年度を通じての平準化 

・総合計画から実施計画をなくします 

・東京都の新公会計制度（複式簿記）の導入 

・市役所内でカイゼン運動 

・地方公務員厚遇の是正 

・市役所の内部統制を民間大会社並にする 

・市場移転中止損害賠償裁判での敗北を教訓としてコンプライアンスの構築を 

・都市部を都市計画部と都市整備部に組織分割します 

・開発複合体の柏市政への影響力を削がなければならない 

・・・16 

・・・17 

・・・22 

・・・25 

・・・25 

・・・27 

・・・29 

・・・33 

・・・35 

防災・治安 

・首都圏直下型大震災のときの北総地域災害復旧拠点としての準備 

・柏市客引き行為等禁止条例による取り締まりを拡充して柏市を安全な都市（ま

ち）にします 

・・・26 

・・・41 

 

 

 

平成20年秋以降に追加した構想項目（上記の一覧表に出ています） 

◎ 若い介護職の方々を支援します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成12年にスタートした介護保険は、予想を上回る介護需要が発生し、介護保険の事業主体である全国の自

治体は財政的に厳しい運営を強いられています。介護度の認定は年々厳しくなっていますし、介護サービス事業

者に支払われる介護報酬も減額されています。前者は介護難民の発生、後者は介護事業に従事される方々の人件
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費の圧縮という事態を生み出しました。 

とりわけ深刻なことは、介護に携わる若い方々の賃金が低く、結婚しても家族を養えないということで、介護

から次々と離職されていることです。それは介護事業という産業自体の存亡に関わる大問題であるにもかかわら

ず、厚生労働省はその対策に取り組んでいません。それは介護保険料の引き上げという世論の反発をくらう問題

につながるからでしょう。 

柏市はいかにすれば、若い介護職の方々の賃金を補填することができるか？これを介護報酬で行うことは困難

です。介護報酬という全国共通の制度に、柏市独自の施策をくい込ませることはできないからです。では柏市は

この深刻な問題にどう対処すればよいのか？ 

柏市内に事業所をもっておられる介護サービス業者に、若い介護職の方の人件費について助成金を出すことが

考えられます。或は、これらの事業所に勤務される若い介護職の方々のお子さんの柏市立保育園の保育料を無料

にしてはどうかと考えます。何らかの方法で、若い介護職の方々が引き続きこの業務に従事され続けることを、

柏市として支援したいと思います。                       （平成20年秋分の日記） 

◎ 柏市も若者の正規雇用拡大に協力します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

就職氷河期に多くの若者が正規雇用から締め出され、今日に到るまで派遣労働やパート労働で苦しい生活を送

っておられます。これらの若者はキャリアに必要な知識や技術を修得できないまま年を重ねておられます。今日、

経営者は人件費の効率をよくするために、時間と金のかかる若者の職業訓練よりも、定年延長や退職者の再雇用

に労働力を求めています。 

 若い人たちに最大限の職業訓練の機会を与えなければ、秀れた労働力をたよりに経済成長を続けてきたわが国

は遠くない将来、沈没してしまいます。柏市という一角からでも、次のような若者の正規職員採用のうねりを起

してゆきたいと思います。 

（１）近年地方公務員法の改正で、全国の自治体で元職員の再雇用が行われるようになりました。自治業務に精

通した元職員を安い賃金（柏市の場合：週 3 日勤務で 128,760 円プラス地域手当、加えて社会保険料負担も

ある）で使うことは、白紙の新入職員を訓練しながら使うことより人件費効率がよいと考えてのことです。

しかし、職員の新規採用を近年のようにしぼり込むこと（柏市も定員削減のため行政職Ⅰの職員採用をゼロ

ないし2名に抑えていた時期がしばらく続いた）は、市役所の将来の戦力を低下させることになります。 

   平成20年9月現在で再雇用されている元職員94名を全て新規採用職員に振り替えると47名で済み、人件

費総額は変らないとの説明が議会で市当局よりありました。再雇用を新規採用に振り替えても、定員削減計

画（平成 17年沼南町と合併した際、スケールメリット効果と業務の委託化推進により 10年間で 400名の定

数削減を決めた）には影響ありません。市の将来の戦力強化と若者の正規雇用拡大のために、元職員の再雇

用を絞り、その分の人件費を新規採用に回したいと思います。 

現在の柏市新卒職員の採用年齢の上限は 28歳となっていますが、これを国家公務員並みに 30歳以上にも

ってゆきます。これにより就職氷河期にチャンスを奪われた若者たちにチャンスを与えたいと思います。 

（２）柏市は現在多くの行政サービスを事業者委託しています。柏市と契約して市の業務を行っている企業に対

しても、若者の正規職員採用を求めます。これを柏市の業務を受注する条件とします。 

（平成20年秋分の日記） 

 

（ 柏市では平成 21 年度の職員採用から、新卒・転職（非正規も含む）の区別をなくし、採用年齢上限を 35

歳まで引き上げました。                            平成21年9月4日追記） 

◎ 子育てのために親子の時間が十分とれない働く母親の矛盾を解消します・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 女性で職業をおもちの方には、職場での栄達或は業務それ自体に夢をおもちの方、女性も家庭と子育てから

解放されるべきだというお考えの方がいらっしゃる一方で、子どもの教育費くらいは夫の所得に頼ることなく自

分が捻出させなければというお考えで働きに出ておられる方も少なくありません。後者のお母さん方は、子ども
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にもっと長い時間接してやりたいというお気持をおもちではないかと思うのですが、お母さんたちの就労時間が

遅い時間帯の場合、子どもさんを延長保育或いは学童施設に預けざるを得ません。一方、子どもさんは塾や習い

事のため毎日のように夕刻は家を空けておられますから、お母さんたちが仕事から帰宅されても、母子すれ違い

となります。 

 私は常 「々子育てのために働いて、子育ての時間がなくなってしまうのは何たる矛盾であろう。子どもさんが

小学生くらいなら、お母さんが勉強を家庭で見てやることはできないものか？」と思っています。 

 しかし自分の子を教えるには各種のノウハウがあるのではないかという不安から、塾でしか子どもは教えられ

ないと思っておられるお母さんが少なくないと思います。そこで、子どもの勉強を自分でみてやりたいと思いな

がらも、そのような不安をおもちのお母さん方のために、子どもさんの学習をみてやるための教授法の講座を柏

市で開設したいと思います。これは、お母さんたちに是非そうしなさいと勧めるものではなく、子育てのために

親子の時間が十分とれない矛盾に苦しんでおられるお母さんたちに、新しい子育ての選択肢を与えるものです。 

 では子どもさんが中学生になったときにも、何か対応策があるのでしょうか？中学校になれば､習いごとは減

っても塾で学ぶ科目は増えます。教育費の家計への負担は相変わらず大きなものがあります。 

 杉並区では、和田中学校において、成績が優秀ではあるが家庭が裕福ではないために塾に行けない中学生のた

めに、教室で夜間塾講師が教えることになりました。それは予想を越える人気を博し、それ以外の家庭の中学生

も参加するようになりました。このことは、塾をはじめとする教育費が家計の大きな圧迫要因であることを証明

するものでした。柏市でもこの事情は変わらないものと思いますので、一部の中学で夜間の塾授業をしてみたい

と思います。 

 上級学校になればなるほど教育費は高くなります。柏市では、高校生大学生に対する貸付型奨学金制度、高校

生に対する入学準備貸付制度がありましたが、あまり利用がない（ＰＲ不足でした）ということで、高校生に対

する年間10万円の貸付制度を除いて全て廃止になりました。制度のＰＲをして再開すべきだと考えます。 

                                       （平成20年秋分の日記） 

 

（ 生活保護受給世帯の中学2、3年生及び就学援助世帯の中学３年生を対象に、学習会が行われています。ひ

とり親家庭の小学校5、6年生を対象に、学習支援が行われています。経済的に豊かでない家庭の子どもさんの

小中学校に入学に際し、入学準備金が支給されます。平成29年度からは、中学校への入学準備金は入学前の３

月に支給されるようになりました。                       平成29年3月15日追記） 

◎ 英語教育は会話から読み書きに力点を移します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成23年から小学校の5、6年生で英会話の授業が始まります。全国の自治体でも国に先んじて既に小学校か

ら英会話教育を始めているところが少なからずあります。しかし、現在、実務において英語がどのように使われ

ているかを考えると、この英語教育の姿はまったく実態の逆を行くものになっています。実務における英語の使

用形態は、会話ではなく、圧倒的に電子メールか書簡です。この傾向は益々深まって行くことでしょう。21 世

紀の半ばを過ぎると、世界中が会話は現地語でも文書言語は英語に統一されると説く学者もいます。 

 国際会議に出席するには英会話力が必要だと言う人もいますが、必ずしもそうではありません。国際会議も舞

台裏の擦り合わせは文書で進められます。英語のヒアリングについても、私の体験からすると、英語のヒアリン

グは英語の語彙が増えれば自然に高まります。このように、世界の将来の姿を見きわめた場合、英語教育はます

ます読み書き中心でなければなりません。 

英語の読み書きは何歳くらいから始める必要があるかというと、中学に入ってからで十分です。外国語は論理

で学んでゆくものですから、論理的思考力が高まってくる中学校からが一番適切です。ただ、今の英語の授業時

間数では英語の読み書き能力を深化させるには不十分ですから、一応の英文法を終了する中学3年の後半で、希

望する生徒に英文読解の特進クラスを提供したいと考えます。 

明治から昭和にかけて、日本の思想、芸術、文化を世界に紹介した岡倉天心、内村鑑三、新渡戸稲造、鈴木大

拙は、多くの著作を英語で書き、英語で講演を行いました。彼等が育った時代はシステム化された英語教育のな
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い時代でしたが、日本の思想、芸術、文化を世界に紹介したいという強い動機から、難解な洋書と四つに取り組

んで英語を自分のものとして行きました。彼らの生き方が示すように、英語を使って世界を舞台に活躍できる人

材になれるかどうかは、個人の情熱と努力によることとなります。子ども時代の英会話学習とは関係ありません。

むしろ、子ども時代に論理的文章を書くための国語学習に努めることの方が、将来の英語力を高めることになり

ます。国際人教育のために、国語教育の充実にも努めたいと思います。       （平成20年秋分の日記）                        

◎ 食べ物の「もったいない教育」からエコマインドを・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私は30歳をはさんで丸6年海外で生活をしました。この間、先進国も発展途上国も含め、多くの国を訪問す

る機会がありました。先進国と発展途上国では生活文化に大きな違いがあることに気付きました。その違いの一

つが食文化です。 

発展途上国の人たちは、豪華な食事を召し上がることを娯楽ないしは客の接待の中心にすえています。彼らの

食文化は、お客が食べきれない分量の御馳走をテーブルに並べ、お客が食い残した食事をゴミに出すことによっ

て、ホストがいかにお客を歓迎しているかを認めてもらいたいという強い動機が伺われました。途上国の人たち

は、国内に飢餓に苦しんでいる人たちがいる一方で、随分と無駄なことをするものだと思いました。 

 それに対し先進国の人たちは、娯楽の種類が無数にあって、豪華な食事をすることを格別楽しいことと考えて

いません。お客を迎えるときにも日常の食事しか提供しません。食事の分量は、食べるに相当する分量です。先

進国の食文化で一番豪華なものはフランス料理と言われていますが、フランス人の家庭を訪問しても、途上国の

家庭を訪問したときのような豪華な食卓を見たことは一度もありません。 

日本の食文化は、先進国と発展途上国の中間にあると思います。日本人は、家庭での食事では食べ物をゴミに

出すようなことは厳に慎みますが、外での宴会の際には大量の食べ残しが出るのがわかりきっているような食事

のオーダーをします。宴会で栓を抜かれるビールの半分も、胃の中におさまるのでしょうか？ 

 私達は、宴会でも世界に冠たる日本の「もったいない」精神を発揮すべきと思います。食卓に並ぶ料理が準備

されるまでに、農業従事者の労苦に留まらず、一体どれだけの燃料が使用され、どれだけのＣＯ２が排出された

のかに思いをはせる学校教育を始めるべきだと思います。無駄をすることは決してカッコよくはなく、むしろ「も

ったいない精神」を徹底することの方がカッコイイというイメージを子どもたちにもってもらいたいと思います。 

環境問題で、いかに子どものときからエコマインドをもたせるか議論が盛んですが、「もったいない精神」か

ら入ることが一番有効です。食べ物の無駄をなくすことが、目に見える形で子どもたちにエコマインドを身につ

けさせることになります。                           （平成20年秋分の日記） 

◎ 柏市トータルの学力テストの結果を公表します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私が中学生だった昭和37年から39年にかけて全国一斉学力テストが行われました。私の郷里である鳥取県東

郷町立中学校では、一部の先生たちがこれに強く反対して職員会議が長引き、午前 11 時くらいになってようや

く学力テストが始まったことを鮮明に覚えています。 

平成 19年と 20年、実に 45年ぶりに学力テストが実施されることになりましたが、文科省は実施に当たって

「都道府県教育委員会による市区町村別 並びに学校別の成績の公表を禁止する」ことを条件としました。文科

省は、テストの結果について都道府県別の平均点のみを公表しましたが、公表後直ちに、各地で情報公開請求条

例に基づきテストの結果の情報公開請求が行われました。行政サイドでも、鳥取県知事、大阪府知事が市町村別

の結果を公表したい旨を述べました。 

 平成20年11月現在、約30％の知事がテスト結果を公表すべきであると述べていますが、72％の県教委と95％

の市町村教委が公表に反対しています。反対の理由は「公表は競争を生む」というものですが、一体競争のない

テストがどこにあるのでしょうか？ 既に進学という形で子供たちは競争にさらされているわけですから、何故 

学力テストだけを例外とするのでしょうか？ 

柏市は平成20年11月に110ページに及ぶ「全国学力・学習状況調査結果分析報告書」を刊行致しましたが、

その中で柏市のテスト結果を公表することなく、学力を向上させる対策のみを述べています。何故 柏市でその
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ような対策が必要なのか、その原因となったテスト結果を柏市教育委員会のみが独占して対策を講じても、一般

市民にも市議会議員にも対策の必要性が理解できません。学校別結果とは申しませんが、柏市トータルのテスト

結果は公表すべきだと思います。                        （平成20年12月1日記） 

◎ 若者に夢を与える教育を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     

 平成21年2月8日から14日まで、青年海外協力隊員としてアフリカのカメルーンで幼児教育の交流活動をし

ている私の長男を現地に訪問しました。同国に入国して先ず現地の生活環境の悪さに驚きました。生活雑廃水は

全て住居の周辺に流し放題、これらの汚水は近所の窪地に溜まって悪臭を発生していました。生ゴミ、プラスチ

ックゴミともゴミの収集がないところから、周囲に投げ捨てられ、ゴミの山となっていました。入国の翌日、大

使館の医務官からマラリアの予防薬を毎日（帰国後もしばらく）服用するように厳命されました。マラリアで

39 度の高熱が 5 日間続くと、95％の確率で死亡するとのことでした。息子の家に入りましたが、停電は頻発、

断水も2日間ありました。水道といっても薄茶色をした水です。シャワーは水シャワーでした。消費物資は露店

で売られており、日本の店頭であたり前の消費物資のほとんどが不足していました。 

 訪問した時点でカメルーンには 17名の青年協力隊員がいました。彼らは全員が自らの意志で 3倍近い競争試

験を経て選抜された人たちばかりです。日本での快適な生活と2年間お別れをし、あらゆる面で厳しい生活環境

に自らを投じた若者（私がお会いしたのは14名です）の顔は全員が輝いていました。 

 青年海外協力隊員も半数以上が女性です。彼女らが大きなリュックサックを背負って、オンボロで狭苦しい公

共バスに乗って任地に出向いて行く姿はまことに崇高なものに思えました。 

 これらの青年をつき動かしているのは何か、毎日考えさせられました。遠い国であっても地上から貧困を追放

したいという理想もあるでしょう。厳しい環境の中で自分の可能性をどれだけ発揮できるかというチャレンジ精

神もあるでしょう。真理探求の情熱もあるでしょう。これらの思いを夢と称するならば、夢こそ青春を輝かしい

ものにすると言えましょう。 

 私はカメルーンで見た青年たちの夢を、日本の多くの青年に与えたいと思いました。しかし、私のような単な

る訪問者が見た限りの感動を伝えるよりは、自ら志願して劣悪な生活環境の中で自己の限界に挑戦してきた青年

たちに、学校教育現場で話していただくのがよいと思います。 

 今日の日本の教育で不足しているのは青年の夢です。その夢がどこにあるか。それを私は途上国でふんばって

いる日本の青年たちに発見しました。是非彼らに市内の各校で話してもらう時間を設けましょう。 

                                       （平成21年2月20日記） 

◎ 家庭の美しさを説く教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 政府は少子化対策に真剣にとり組んでいます。平成20年度第二次補正予算では、就学直前の4・5・6歳児（但

し、第 2 子以降に限る）に一人当たり 36,000 円を支給することとしました。同補正予算で成立した定額給付金

の 20,000 円を併せると、条件該当児は一人当たり 56,000 円が支給されることになります。このことが示すよう

に政府は進行する少子化の原因を、子育てに多額の金がかかることに求めています。 

 はたして、少子化の原因は経済問題でしょうか？何故、子育てのための諸手当の支給と保育施設の整備を内容

とする矢継ぎ早やの少子化対策がとられながらも、何故少子化の進行は止まらないのでしょうか？それは、今日

の日本人が子育ては親の幸せを減少させるものだと考えるようになったからだと思います。子どもが健康優良児

として生まれる保障は何もありません。子どもが障害をもって生まれることだってあるでしょう。一生懸命育て

ても、非行化することだってあるでしょう。そのような不安からでしょうか、「子どもをもつことが自分の幸せ

を約束してくれないから子をつくらない」という夫婦が少なからずおられます。 

 しかし、子育てとは自分の幸せのためにあるのでしょうか？子育ての幸せとは子どもの成長に苦労を一切感じ

ないことを言うのでしょうか？そうではありません。子育てに限らず、人生の真の喜びは苦労を克服したところ

にあるのではないでしょうか？嘗ての日本人は子育てを通じて自己が成長することに喜びを見出していました。 

 人生の典型的な幸せは、親と子が心をひとつにして人生で出会うさまざまな艱難をのり越えるところにあると
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思います。我が国の少子化に歯止めをかけるには、学校教育において家庭生活における真の幸せを説く必要があ

ります。美しい家庭の姿を学んだ子ども達が将来暖かい家庭を築くことができれば、この国は少子化をのり越え

るこができるはずです。                            （平成21年3月27日記） 

◎ 柏ふるさと公園に野外音楽堂「手賀沼ハーフシェル」を建設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 柏は日本有数の音楽の都です。きっかけは市立柏高校に音楽教師として石田修一先生が赴任されたことにあり

ます。石田先生は瞬く間に同校の吹奏学部を日本一のレベルまで高め、爾来同吹奏学部はもう 20 年以上も高校

生吹奏楽全国コンクールで日本一の座を保っています。市立柏高校吹奏学部の偉業は市内の中学校にも大きな影

響を与え、酒井根中学校吹奏学部の全国コンクールの最優秀賞受賞をはじめ、優秀な成績をおさめる吹奏学部が

市内の公立学校で続出しました。また、社会人のアマチュア・ジャズ・バンドがいくつも誕生しました。 

 アメリカのボストンには、クラッシックとポップスをたくみにおりまぜ合せて観客を退屈にさせないことで世

界的に有名なボストンポップスという楽団があります。現在はスターウォーズの音楽を作曲したジョン・ウィリ

アムズが指揮者をしていますが、私は彼の前任のアーサー・ヒドラーがチャールズ川河岸にある野外音楽堂のボ

ストン・ハーフ・シェル（ステージが貝殻の形をしているので、このように名づけられた）で指揮する演奏を聞

いたことがあります。この音楽堂には観客の座席がありません。観客は芝生の上に敷物を敷いて世界最高レベル

の演奏を楽しみます。 

 柏でも石田修一先生の功績を称えて、「石田修一記念手賀沼ハーフシェル」という野外音楽堂を柏ふるさと公

園につくりたいと思います。観客はボストン市民の例にならって、柏ふるさと公園の芝生の上で演奏を聞き、夜

空の星をながめてはいかがでしょうか。                     （平成21年3月27日記）                                                                                                  

◎ 景観の美しい都市（まち）づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 欧米を旅行したときに我々日本人が一様に驚くのは、彼らの町の景観の美しさです。日本の建築基準法には安

全に関する制限は多数存在しますが、色・デザインに関する制限は全くありません。また日本の都市計画法に、

階数制限、高さ制限、建蔽率、容積率の規定はあっても、一区画の最低面積制限も、住居から前面道路までの距

離と構造物（例：塀と植栽）についての規定がありません。 

 ここに日本の町並景観のちぐはぐさの原因があります。この立法上の不備を補うものとして、「地区計画」が

ありますが、これまであまり利用されてきませんでした。それでも近年地区計画の利用が進み、平成 21年 7月

末現在で柏市内には24ヶ所で、地区計画が施行されています。 

 それらの地区計画の内容ですが、一区画の最低面積の制限、ブロック塀の禁止、道路との境界線から一定距離

をセットバックさせての建築制限などとなっていますが、未だに、色・デザインに関するものはありません。 

 今後は地区計画において、屋根の色・壁の色についても地区の皆様と話し合ってみたいと思います。単一の家

屋が美しくつくられていても、その家屋が周囲の景観に調和しなければ、全然美しくないことを市民全体が認識

してほしいと思います。 

 さらに、街路の照明灯のデザインが地区ごとにバラバラですが、これを市内全域で一つのデザインに統一して、

市外から柏に入ると「ここから柏市が始まる」ということを実感できるようにしたいと思います。これも景観の

美しさに大きく寄与します。                          （平成21年7月21日記） 

◎ 若者の就労支援を強力に推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 平成 21 年は前年の秋から始まった不況が影をおとし、若者の就職問題が深刻化しました。その中で柏市では

若者の雇用拡大に向けた画期的な動きがみられました。一つは3月に行われた緊急企業合同就職面接会で、もう

一つは7月の「かしわ若者サポート・ステーション」（略称：サポステ）の開所でした。 

 前者は失業中の若者、就職先の決まらない学生を対象に行われたもので、面接会で採用を決めた企業には雇用

実績を見て雇用促進奨励金が支払われました。柏市は今後も雇用情勢に応じて、柏商工会議所と共同で、このよ

うな企業合同就職面接会を開催して行く必要があると思います。 



 
16 

 後者（サポステ）は、ひきこもり、発達障害など心に問題をかかえる若者が社会に出てゆけるように、心の自

立を手助けする活動で、この事業を運営するＮＰＯ法人に柏市が常設事務所を提供致しました。7月の相談窓口

開設以来、連日相談者が30名以上もアポをとって来所しておられます。あらためて、この問題の深刻さを浮き

彫りにするものでした。現在、サポステは国の補助を得て運営されていますが、柏市も支援を拡充して、心の問

題を抱えた若者が社会人として自立して生活できるよう支援すべきだと思います。  （平成21年7月27日記）                                  

◎ 公共工事施行時期の年度を通じての平準化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 官公庁の会計決算は、企業のそれと異なり、会計年度の終りに事務事業の支出金額と税金等の収入金額を現金

ベースでつき合わせる必要があります。乃ち、全ての役所の事務は、原則3月31日に終了しなければならない

わけです。これは役所の現金は納税者の現金であり、毎年、会計年度最終日に事業を止めて、納税者のために

現金の使われ方を点検する必要があるという思想の現れです。その結果、役所の全ての事業は毎年4月1日に

始まることになります。これが単年度予算制です。多年度にわたって工事を行う継続費もこの例外ではありま

せん。年度末には必ず事業を止めます。民間企業のように決算期に関係なく事業を進めるということは官公庁

ではできません。 

 役所の窓口事務や福祉サービスの供給は、基本的に毎日同じ内容で行われますから、会計年度最終日の終業

時に事業を止めて何の不便もありません。翌日から、同じ内容の事務事業が再開されるからです。しかし、公

共工事だけは前年度に可決成立する予算によって新たな事業が誕生しますから、新年度に入って予算執行が可

能となっても直ちに工事施行というわけには参りません。新年度に入って、事業ごとに設計・見積・入札・契

約という手順を追ってゆかねばなりません。その結果、工事の執行は年度末に集中することになります。 

 公会計に発生主義と複式簿記を導入した東京都でも、以上のような単年度予算制の大原則をくずすことはで

きません。従って東京都でも年度末に公共工事が集中しています。では公共工事の施工時期を、年度を通じて

平準化することは絶対的にできないのかというと、これを緩和するいくつかの方法があります。 

(１）来年度に予定している公共工事を、前年度内に入札契約できるよう、議会で債務負担行為の議決を得るこ 

と。予算案の一部を、新年度4月1日の予算発効以前に（即ち、旧年度中に）執行できるよう、議会に事前

承認してもらうことです。 

(２）工事の繰越明許の議会承認（工事の繰越明許は、工事が年度中に終わりそうにない場合に、年度を越えて 

の工事続行を、議会が予算を付けて認めること）を、工事着工が翌年度当初にまで延期される場合にも認め

ること。工事着工が来年度になる場合には、工事の繰越明許は本来、発生しないのですが、設計・見積・入

札・契約を前年度中に行うことにより、工事が年度をこえたと擬制することです。 

(３) 単年度で終ることが可能な工事も、計画上でも着工時期を送らせて年度をまたがせるようにして、これを 

継続費とし、工事の本格部分を翌年度の当初に行う。事故繰越や繰越明許などが、年度末にならないと議会 

に承認を求めることができないのに対し、継続費とすれば、前年度の年度末にならなくても、議会は議決す 

ることが可能です。 

 

以上のような三つの手法を柔軟に活用して、公共工事施工時期を、年度を通じて平準化致します。 

  （平成21年8月8日記） 

◎ 柏市は政令指定都市をめざさない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 柏市は平成18・19年度にわたって松戸、野田、流山、我孫子、鎌ヶ谷の5市との間で、政令指定都市移行に

よる効果等についての調査研究を行って参りました。また平成20年度には松戸市との間で、同趣旨の調査研究

を行いました。 

 これらの研究報告書を見てみますと、スケールメリットによる財政上の効果、行政サービスの自立性の向上

（例：児童虐待を扱う児童相談所の設置市になること、ＮＰＯ法人の設立認証権限をもつこと）などが指摘さ

れています。 
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 しかし、今日平成21年8月8日現在で政令指定都市になっている全国18市のうち、県庁所在地でないとこ

ろは川崎市、浜松市、堺市、北九州市の4市だけです。他の14の政令指定都市はいずれも県庁所在地です。 

 県庁所在地は江戸時代に雄藩の城下町であったところが多く、江戸時代から都市計画にもとづいた都市整備

がされていました。明治以降も、国は県庁所在地に積極的に財政支援をして都市基盤が充実されてきました。

県庁所在地には柏市より人口の少ない市がいくつもありますが、いずれも柏市より都市基盤が充実しています。 

 上に示した県庁所在地ではない4つの政令指定都市の場合も、都市化の歴史が柏とは比べものにならないく

らい古く、且つ、日本を代表する世界的企業の本社ないしは大規模工場があります。このような経緯から、都

市基盤は柏とは比べものにならないくらい充実しているのです。 

 柏が周辺市と合併して政令指定都市になった場合、先ず都市基盤整備からはじめなければなりません。さら

に、高次都市機能が集結した中心市街地区が全くありませんので、新市のどこかに中心市街地区を設け、市内

各地からそこへ到る交通手段が整備されなければなりません。 

これらの投資のために、その他の予算が圧迫されることは火を見るより明らかです。柏市は平成20年から中

核市となり、行政の自立度はかなり高まりました。その結果、保健所の設置市になりましたので、新型インフ

ルエンザに対し素早い対応をすることができました。先ず、中核市として理想的なまちづくりをすることが先

決です。           （平成21年8月8日記） 

◎ 総合計画から実施計画をなくします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 全国の市町村は、地方自治法2条4項の規定により、まちづくりの基本方針である「総合計画」を策定するこ

とが求められています。柏市では現在、平成 13 年度から 27 年度までを対象期間とする第四次総合計画に基づ

いてまちづくりがされています。 

 総合計画は最初に、計画の全スパンを見渡す「基本構想」において「めざすべき町の姿」を描きます。 

 基本構想は、次に5年ごとの「基本計画」に分けられまして、基本構想に示された｢町の姿｣を実現するには

基本計画の期間でどのような事業をするのかという具体的な事業名が示されます。 

 基本計画は、さらに3年ごとの「実施計画」に分けられまして、基本計画に示された事業の実施時期が具体

的に示されます。 

 私は、この実施計画が財政硬直化の一つの大きな原因になっていると考えます。具体的な事業が実施時期も

含めて実施計画に載り、その計画が市長に採択されますと、予算編成において事業の費用対効果を客観的に査

定することが困難となります。柏市当局は財源的裏づけをとって実施計画を作るので問題ないと言いますが、

公会計は新規の借入れも財源と考えていますので、実施計画の事業を既定路線に載せることは財政赤字を拡大

させることになりがちです。鳥取県の片山善博・前知事は、以上のような理由から総合計画それ自体を廃止し

てしまいました。 

 都道府県は地方自治体で基本構想策定が義務付けられていないので、そうすることが可能だったのですが、

市町村はそうは行きません。しかし、少なくとも実施計画だけは廃止して、予算編成の際のフリーハンドを高

めてゆく必要があると考えます。                        （平成21年8月8日記） 

 

（ 平成23年5月の地方自治法の改正で、市町村にも基本構想策定の義務がなくなりました。これに伴い、柏

市は実施計画を廃止しましたが、基本構想と基本計画については従来どおり策定し、基本構想については従来

どおり議会の議決を要することとする条例改正を、平成26年の9月議会において成立させました。   

                                      平成26年10月6日追記） 

◎ 引きこもり対策の一つとしてホームスクーリングを認める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 正確な数字はわかりませんが、柏市内の小学校には少なからぬ不登校児童がいます。学校に行けなくなった子

どもたちのために柏市は青少年センターで学習の場を設けていますが、そこにも行けない子どもたちがたくさ

んいます。 
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彼らの一部は今日フリー・スクールと呼ばれる不正規の学校に行き、そこで高等学校卒業程度認定試験(平成

17年までは大学入学資格検定と呼ばれていた)に合格して大学に進む者もいます。 

残念ながらフリー・スクールにも行けない子どももたくさんいます。彼らに教育の機会を与えるものとして、

ホームスクーリングを提供したいと思います。 

私は1970年代後半にアメリカ留学したときにホームスクーリングを知りました。私が留学したダートマス大

学の友人が在学中にキリスト教の福音主義者になり、卒業後はニューヨークでＩＢＭに勤めたのですが、１年ほ

どでＩＢＭを辞めて、ニューイングランドの深い森の中にあり牧畜とダートマス大学以外に働き場のない町に

戻ってきました。彼はそこで福音主義の家族の子どもたちを集めて教えるようになりました。これは日本の塾

や家庭教師のようなものではなく、学校教育に代るものでした。友人に「お前から教わった子どもはちゃんと

大学に行けるのか？」と尋ねましたら、｢教育委員会が単位を認定してくれるから何の問題もない｣と答えまし

た。ダートマス大学はアメリカではハーバードに並ぶ名門校でしたから、親たちも公立学校よりレベルの高い

教育が受けられると喜んでいるとのことでした。 

欧米では、ホームスクーリングは英才教育の手法としても認められています。オックスフォードに14歳で入

学したことで話題を呼んだ少女も学校には一切行かないで、家庭で父親から教わったということです。 

日本では、埼玉県志木市の穂坂前市長が、ホームスクーリングにきわめて近いホームスタディ制度を導入し

ました。現在、フリー・スクールの授業にも教科認定を行う自治体が出てきていますところから、柏でもホー

ムスクーリングに教科認定を行いたいと思います（本格的導入には、特区申請が必要となります）。  

    （平成21年9月4日記） 

◎ 市内の全ての公共施設で太陽光発電を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 経済産業省は平成21年6月に、ソーラーパネルからの余剰電力を電力会社が買取る価格を倍にする法案を国

会に提出する予定である旨を発表しました。東京電力では、1キロワット時の購入価格が平成22年4月より、

25円から48円となる見込みです。 

太陽光発電はソーラーパネル設置の初期費用が大きく、現在のところ余剰電力を買取ってもらっても初期投

資回収に20年かかると言われてきましたが、政府はこの回収期間を10年にもってゆく考えです。 

この法案は必ず国会を通るはずですから、平成22年度から市内の市立小中高等学校を含む全公共施設におい

て、順次ソーラーパネルを設置してゆきます。                   （平成21年9月4日記） 

 

（ 上述の余剰電力買取制度は平成21年11月に前倒して実施されました。平成24年7月1日から再生可能エ

ネルギーの固定価格買取制度が始まります。前者は当分の間の併用期間を経て後者に移行して行きますが、後

者の太陽光発電分についてはＫＷ時42円で電力会社に買取ることが義務づけられます。この買取義務は10ＫＷ

以上の発電能力があるところは20年間続き、それ以下のところは10年間続きます。この機会に全公共施設に

太陽光発電パネルを設置して参ります。                     平成24年6月28日追記） 

◎ 北部整備計画の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 つくばエクスプレス沿線地区の開発は千葉県並びに独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）によって行われていま

すが、柏市は千葉県との間で県の支出経費を折半するという協定を結んでいます。この協定により、柏市は予

定されている工事期間30年間に亘って毎年この負担を支出しなければなりません。それに加えて、柏市は北部

整備区域内において、こんぶくろ池公園建設（用地取得費も含めると183億円にも達する）や小中学校建設の

ような市独自の事業も行わなければなりません。平成12年の事業認可のとき、柏市の出費は960億円に達する

だろうとの説明が市議会でありました。工事期間が30年間ですから、柏市は毎年平均30億円以上の出費をし

なければなりません。 

北部整備区域内での柏市の公共施設建設の為の用地先買い価格は、実勢価格を無視した高い価格でした。こ
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の計画に当初土地所有者から強い反対の声があり、急いで事業歓迎の雰囲気をつくる必要があったからだと言

われています。これらの先買いされた用地の多くは、現在でも柏市土地開発公社が保有しています。柏市土地

開発公社の平成21年度末の保有土地のうち、柏市が柏市土地開発公社から買い取り義務を負っている土地の簿

価は約200億円です。柏市土地開発公社の平成21年度末の借入額は約193億円です。即ち、柏市土地開発公社

が丸まる借金をして、柏市のために北部整備のために用地先買いをしたと言えます。これらの土地の簿価は約

200億円ですが、時価評価はその20％に過ぎないとも言われています。 

 さらに開発の進展も実に遅々たるものです。北部整備計画を中断すべきであると主張するつもりはありませ

んが、この事業への支出が柏市の財政を県内主要都市に比較しても極めて悪化させている事実は何人も否定で

きません。何らかの見直しが必要であることは論を待ちません。見直し方面は二方面あります。一つは千葉県

との経費負担契約です。もう一つは、未だに事業着手の見られない大室地区の区画整理区域の見直しです。 

秋山市長は北部整備計画を見直すことを掲げて当選されましたが、市長に就任されるや、今さら計画の見直

しは困難であると主張されるようになりました。千葉県との経費負担契約については、交渉の相手が千葉県と

いう上位機関であることから、しり込みされたのだと思います。大室地区の区画整理区域の見直しについては、

区画整理区域という事業の縛りから、見直しは難しいと主張するようになられました。 

千葉県との経費負担契約については、大阪府の橋下知事の姿勢を大いに参考とすべきでしょう。橋下知事は

国直轄の公共事業の地元負担金を「ぼったくりバーだ」と言って非難され、国直轄の公共事業の維持管理費を

廃止に持ち込み、平成25年までには、建設費の地元負担金も廃止される動きとなりました。自治体の長たる者、

大阪府の橋下知事のように相手が上位機関であろうが不退転の決意で交渉に臨み、状況次第ではハンガースト

ライキに臨むくらいの気概が必要だと思います。私がそこまで言うのは、以下の構想項目に示す通り柏市では

福祉面において喫緊の課題があるからです。 

 

大室地区の区画整理区域の見直しについては、思わぬところから区画整理区域の縛りが緩んでくる可能性が

出てきました。柏田中駅周辺の東地区の区画整理は、独立行政法人・都市再生機構（ＵＲ）が施行しているの

ですが、国の行革の流れの中でＵＲは平成25年度末には区画整理を含むニュータウン事業から撤退することが

決まりました。ＵＲは全国各地で現在施行しているニュータウン事業を平成25年度末までには完成させると言

っていますが、大室地区の区画整理区域は物理的にまだ何も着手もされておらず、平成25年度末までに完成さ

せることはずだい無理な話です。ＵＲは事業の継続完成を柏市に求めてくるものと思われます。東地区の区画

整理区域は170ヘクタールあり、その過半数である約100ヘクタールが大室地区です。このような広域の区画

整理を施行する能力は柏市にはありません。では千葉県に事業の継続完成をお願いすることが得策かと言うと、

千葉県は中央地区と同じ経費負担契約を求めてくることが確実です。この経費負担契約が柏市の財政を窮乏化

させていることは先述の通りです。 

私は、ＵＲから柏市が事業を引き受けるに当たって区画整理の縛りを外し、柏市にフリーハンドを与えるこ

とを要求すべきであると思います。これは区画整理事業の新たな受け手を民間企業で捜すためです。民間企業

は採算性の高い地域に限ってしか区画整理事業を受けないでしょう。これまでのＵＲのように採算性を度外視

して（これこそＵＲがニュータウン事業から撤退することになった原因です）、広域の区画整理をする民間企業

はないでしょう。そのためにはＵＲが作成した仮換地計画を白紙に戻さなければなりません。 

仮換地計画を白紙に戻すと主張すると、「お前は区画整然たるまちづくりを放棄するのか。乱開発を容認する

のか」と言うきわめて短絡的な反論が出てきます。私が、「北部整備計画は構想が巨大すぎるのではないか」と

疑問を呈するたびに、私に向けられた反論は常に「乱開発をとるか、区画整然たるまちづくりをとるか」とい

う二者択一的なものでした。区画整理する以外に、幹線道路の建設も景観の美しい町並みもできないという一

種の信仰が柏市の都市計画を長い間縛ってきました。日本経済が高度成長期にあったときは開発のスピードが

速かったので乱開発の心配もあったのでしょうが、日本経済が長期停滞にある今日、そのような論理は公共事

業を出来るだけ大型化するための論理にしか思えません。 

大室地区全域を区画整理の対象とする計画を見直し、区画整理区域を必要最小限とし、幹線道路だけは高規
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格のものを作り交通の渋滞だけは避けるまちづくりを考えてみたいと思います。そのような見直し案に対して

は、柏市土地開発公社が既に大室地区の随所に小規模な土地を合計3.1ヘクタールも先買いしているので、計画

見直しの結果、区画整理区域から外れることになり、先買土地は生かされることがなくなってしまうとの見直

し反対意見もあります。これらの先買土地は換地集約して小学校を作るためのものでした。しかし、北部整備

計画それ自体の計画人口が下降修正され、大室地区には学校を作らないことになりました。故に、この先買土

地は売却するしかないものです。であるなら、区画整理区域から外れることになる先買土地は、できるだけ個

人住宅に販売し、土地の傾斜等で住宅に不向きなものはポケットパークにするのがよいと思います。その売却

収益は幹線道路建設と上下水道の建設に充当すべきであると考えます。       （平成23年1月5日記） 

◎ 重度心身障害者の入所施設の建設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

柏市には重度心身障害者の入所施設がありません。通所施設は少なからずありますが、重度心身障害者の親

御さんにとって最大のご心配は自分たちの死後、誰が彼らの世話をするかと言うことです。障害者福祉に一部

費用負担を持ち込んだ自立支援法が、親御さんたちの不安をさらに増大させました。 

市内の障害者福祉団体は入所施設建設を目指して基金の積み立てに努めておられますが、建設資金には市の

援助が必要です。柏市はこれまで障害者の親御さん並びに障害者福祉団体の悲痛な声に応えてきませんでした。

この問題をこれ以上先送りするわけには参りません。重度心身障害者の入所施設建設補助は柏市最優先の課題

です。                                   （平成23年1月5日記） 

 

（ 現在千葉県が重度障害児の入所施設を市内で建設中ですが、市内の重度心身障害者は既に中高年に達して

おられます。国は自立支援法により児童以外は在宅で介護という方針で臨んでいますが、無理な話です。本年

後半からいずみ園がケアハウスの建設に着手されますが、まだまだ小規模なものです。柏市の本格的な対応が

求められます。                                平成24年5月5日追記） 

◎ 学校間の過密過疎問題の解消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

柏市では比較的最近まで、新しい大型の住宅地が開発され児童の数が急増した場合、近くの既存校にプレハブ

教室を建てて急増する児童を一時的に収容し、しばらくして新しい学校を建設していました。このようにして建

てられた新設校では、大型の住宅地に移ってこられた住民の方々の年齢が比較的近いところから、児童数のピー

クが過ぎると急速に在校生の人数が減ると言う現象がいくつかの学校で起こっていました。富勢東小学校がその

典型例でした。 

この文章を書いている平成23年4月時点で、上記のような事情で既存校の過密状況が生じている学校に風早

北部小学校があります。これは、風早北部小学校から3ｋｍほど離れた手賀の杜住宅地で人口流入とベビーブー

ムが続いているために発生した現象です（高度成長期には柏市内でも大手デベロッパーによる大型分譲が相次ぎ、

そこには必ず小学校が新設されました。手賀の杜住宅地はそれらに相当する規模ですが小学校新設が予定されて

いませんでした）。手賀の杜住宅地に新設校をという声に対しては、教育委員会は富勢東小学校の児童数の推移

を例にあげてこれを拒否しました。教育委員会は、風早北部小学校の通学区を大幅変更する案（同校の近所にす

む児童を大津が丘第一、第二小学校に移すと言うもの）を提示しましたが、保護者の大反対に会って撤回しまし

た。次には、手賀の杜住宅地の児童を、風早北部小学校を飛び越えて大津が丘第一、第二小学校に通学すること

を勧めると言う勧奨案（風早北部小学校では満足な教育を施すことが困難なので、大津が丘第一、第二小学校に

通学したほうが児童にプラスであるという内容）を提示しましたが、これも手賀の杜住宅地の方々の大反対に会

って撤回しました。最終的に、教育委員会は風早北部小学校にプレハブ10教室を増設して急増する児童を受け

容れることにしました（既にプレハブ5教室あり）。 

そのプレハブ10教室は本校舎とは渡り廊下のような細い道でかろうじてつながる飛地のような土地に建設さ

れます。しかも、同校のプレハブ教室利用期間はかなり長期化することが見込まれます。風早北部小学校学区の

将来児童人口は、沼南センター地区の大開発（大型ショッピングモール「アリオ」の進出）があるところから、
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手賀の杜住宅地の児童数のピークを過ぎても急速に児童数が減少に転ずることはないと思われます。しかし教育

委員会は、「柏市内ではＴＸ沿線地区以外で持続的な人口増は起こらない」という見方をしています。風早北部

小学校の児童数は急速に減少を始めると言う主張を変えていません。以上のような理由から、手賀の杜地区の新

設校の建設も、或は風早北部小の移転建替えも拒否しています（同校の敷地が柏市内で最も狭いにもかかわらず、

生徒数だけはマンモス校化しているため、これを広い敷地の土地へ移設して新築校舎を建設すべきであるとの声

が根強くあるにも拘らずです）。 

教育委員会のこのような硬直的な姿勢の背景には、柏の葉小学校というモデル校（市教委は実質的にこのよう

に位置づけている）の平成24年度当初開校を、柏市が市政の最重要課題ととらえていたことに加えて、もう一

つ別の事情がありました。それは移転建替えで風早北部小学校の問題が解決しても、その近隣校である手賀西、

手賀東小学校の過疎の問題が解決するわけではないと言うことでした。教育委員会は、柏市内では過密校と過疎

校が混在していますので、新設校を建設しなくても既存校の通学区をいじることによって、過密過疎を一挙両得

に解決する方法を模索しているようです。 

しかしながら、そのような魔法に近い解決方法を模索している間に、風早北部小では児童が不十分な教育環境

で次々と巣立って行きます。教育には金を惜しむべきではありません。私は、「手賀西小と手賀の杜住宅地の間

に新設校を建設して両者の児童を受け入れ、手賀東小学校の児童（平成23年度で45名）はバス通学とする。こ

れで二校の過疎の問題は解決します。手賀の杜住宅地の児童を風早北部小学校から離すことにより、同校の過密

の解消も可能となる」と考えています。いずれにしても、どこかに新設校を建設しないでは解決出来ません。そ

のための出費は惜しんではならないと考えます。新設校を建設しないで、通学区の線引き変更ないしは学区外通

学の自由化だけで学校間の過密過疎の問題を解決しようとする教育委員会の姿勢は、現実離れしたものだと思い

ます。                                    （平成23年4月2日記） 

◎ 柏駅周辺再開発ビルはDay Oneタワーを最後とすべきだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

柏市は平成19年秋に、柏市中央図書館を柏駅東口地区の地権者の方々が建設予定の再開発ビルに入居させる

という方針を発表しました。同地区が柏市内の盛り場の一つであるところから、図書館のような文教施設をそこ

へ移設することに対して激しい反対の声が上がりました。柏市の説明を聞いているうちに、同地区が図書館の立

地として適切であるかどうかより、同地区の商業地としての集客力が低下してきたところから、市の施設を再開

発ビルに入居させることにより同地区の商業地としての再活性化を計りたいという柏市の本音が浮かび上がっ

て来ました。 

 この問題は、平成21年秋の市長選挙で、公設市場の移転の問題と並んで最大の争点となり、この二つの事業

を抜本的に見直すと主張した秋山候補が圧勝致しました。ところが秋山市長は当選後、これら二つの選挙公約を

急転換し、前市長の方針で進むことを明らかにしました。 

 しかしながら、不況の深刻化で、秋山市長の思う方向へ事態は動きませんでした。東口再開発ビルは当初の計

画ではこれを商業用ビルとしてフロアーを売却する予定でしたが、柏市が買う図書館以外のフロアーの買手が見

つからず、この計画は流れてしまいました。 

 これで再開発ビル建設の話は消えてなくなったかと思いきや、再開発組合の方々は再開発ビルを住居用マンシ

ョンに計画変更し、この3階に柏市の市民ギャラリーなど柏駅周辺に点在する市の施設を入居させ、このビルの

3階全部を柏市が賃借することを秋山市長に要望し、市長はこれを呑んでしまいました。市長はその理由として、

例えば市民ギャラリーは賃料の高い高島屋ステーションモールに入っているので、再開発ビルに入居させること

によって賃料の節約を計りたいということを上げました。しかし再開発ビルの賃料が安いとの保証は何もありま

せん。むしろ再開発ビルへの市の施設入居が高度な政治判断で進められているところから、高い維持コストが柏

市に押しつけられるのではないかとの不安の声が出ています。 

 再開発ビルそれ自体は国の認める再開発事業ですし、昭和のバブル期以来検討されてきた事業ですから、国市

から制度上の補助が出ることは認めなければなりませんが、その制度負担分を越えて柏市がこの民間事業に大き

く踏み込むことがあってはならないと考えます。                 （平成24年5月6日記） 
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（ 柏市インフォメイションセンターは、現在の場所から移せば存在意義がなくなることから、再開発ビルには

移さないことになりました。さらに消費生活センターは柏市体育館隣の旧医療センターの建物に移されました。

これで再開発ビルのフロアーを借りる面積が大きく減ったと思いきや、平成24年6月の議会で今度は「まちづ

くりセンター」というまったく新しい構想を立ち上げて、再開発ビルへ入居させる方針を発表しました。これは、

このビルの3階全フロアーを柏市が賃借するための辻褄併せです。 

柏市は同時に再開発ビルへ支払う賃料は、「現在各施設に支払っている賃料総額を越えないものとする」との

考えを示しました。柏市は市民ギャラリーを移転させる理由の一つとして、現在入居している高島屋ステーショ

ンモールの賃料が高すぎることをあげました。であるなら、「現在の賃料総額までは支払う」ということは移転

の大義名分を、自ら否定するものです。「市民ギャラリー他の施設の移転により、賃料がいくら節約になる」と

いうことを示されなければ、移転は正当化されません。これだけ市の財政が厳しいわけですから。 

再開発ビルには55億円（柏市からは27億円）の公的資金が投入されます。建設に公的資金が注入される再開

発制度の趣旨からすれば、建設後は公共施設が入居しないでも再開発ビルが商業ベースで成功するものでなけれ

ばなりません。事業が成功するかどうか不安なので、建設補助金だけでなく市の施設の入居も求めるというので

は、ビジネスとしてはいただけません。 

平成25年3月に行われた再開発ビルの文化交流施設検討委員会（「まちづくりセンター」をデザインする会議

です）では、3階フロアーを柏市が一部買取することが議題となりました。柏市の施設が永久に再開発ビルに残

らざるを得なくするための方途のように思えます。柏市の施設スペース或いは用地が絶対的に不足している状況

にはないのにもかかわらず、市の側からこのような提案をすることは、市役所の内部統制がいかに杜撰であるか

を示しています。「まちづくりセンター」の利用度が低ければ、柏市の施設がいつでも再開発ビルから撤退でき

るようフロアーの買取りだけは阻止したいと考えます。              平成25年8月8日追記） 

 

（ Ｄａｙ Ｏｎｅタワーと呼ばれるようになった東口再開発ビルの3階は「パレット柏」と命名され、パレッ

ト柏は平成28年5月、柏市が全フロアーを賃借する形でオープンいたしました。パレット柏の年間賃料は1億

1千万円、パレット柏を管理する指定管理者への年間委託料が4千万円で、パレット柏の維持費は年間１億5千

万円となります。利用状況ですが、会議室等の利用度は日曜日の夜を除いて高いようです。問題は、予約なしで

使える「オープンスペース」の利用状況です。予備校のメッカ柏を象徴するように、予備校生がここを占拠して

いるような状況です。オープンスペースの利用がこのようなものになることの想定は全然していなかったと、市

も認めています。年間１億5千万円にも達するパレット柏の維持費の少なからぬ部分を、柏駅周辺の予備校に負

担してもらうべきです。 

私が、再開発ビル建設への公的資金の投入、パレット柏の維持費について厳しく言うのは、再開発ビル建設が

動き出してから、柏市が福祉予算とりわけ障害者福祉予算を大幅にカットしてきたからです。パレット柏が誕生

した以上、これを高度に利用してゆくべきであることは言うまでもありません。しかし、周辺自治体の方々がパ

レット柏を訪問された際に「柏市は金があるまちだなあ」と異口同音に言われますが、実際には市に金の余裕が

あって27億円の建築補助金を出したわけでもないし、金があってパレット柏の維持費年間１億5千万円を払っ

ているわけではないのです。知られないところで悲しい思いをされた障害者の方々が多数おられることを、ご利

用の皆さんには心に留めておいてほしいのです。                 平成29年5月3日追記） 

◎ 東京都の新公会計制度（複式簿記）の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 東京都の石原知事は常々、日本の官庁会計が現金出納だけの単式簿記であるため役人に行政のコスト意識が生

れないことを指摘し、東京都が平成18年4月から導入した新公会計制度（発生主義に基づく複式簿記）によっ

て東京都だけはかろうじて先進国に伍すことができるようになったと言っておられます。その指摘はまったく正

鵠を得たものですが、この新公会計制度が東京都以外に普及しないのも不思議な姿です。 

 例えば柏市でこの制度導入の可否を議会で質問してみると、必ず「柏市職員に企業会計に通じた会計のプロが
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いない」という答弁が返って来ます。しかし、これは大きな誤解です。東京都が新公会計制度を導入したからと

言って東京都の会計が官庁会計から企業会計に変ったわけではありません。乃ち、企業会計に特有な科目（例：

利益）や、特有な概念（例：原価計算）などが東京都の会計に出てきたわけではありません。 

 東京都の公会計をひとことで言うと次のようなものです。都のある課がパソコンを買うとします。現在の官庁

会計では、契約を締結した段階では会計には何の情報も入りません。ＰＣの代金を支払って初めて会計情報とな

ります。東京都の場合、ＰＣ購入契約をした段階で買掛金が会計情報となります。そして現金支払するまでのプ

ロセスを各担当部署が都度、会計情報を入力するというものです。減価償却のような現金収支を伴わない会計処

理については、これを一括管理する部署で会計情報の入力作業が行われます。企業会計のように税金対策を考え

ながらの複雑な仕訳などは出てきません。そもそも官庁には消費税以外の税が課されませんから、このような問

題は発生しないのです。東京都が、新公会計制度には簿記の知識が不要であるというのはこのためです。 

 東京都ではこのように日々会計情報が入力されるわけですから、合計残高試算表は随時入手することができま

す。 

これを整理して毎年9月の都議会には財務諸表が提出されます。 

 今日、全国の自治体でも総務省方式改訂モデルに準拠して財務諸表を作成しています。これと東京都モデルと

の決定的な違いは、東京都の財務諸表は日々入力される会計情報によって作成されるのに対し、総務省方式改訂

モデルによる財務諸表は、毎年9月議会に提出される決算審査資料を財務当局が9月議会終了後に総務省モデル

に準拠して組み替えて作成するという点です。そのため東京都では毎年9月議会に財務諸表が提出されるのに対

し、他の自治体では財務諸表が議会に提出されるのは12月になってしまいます。 

 両者の違いは財務諸表の議会提出の時期だけではありません。総務省方式改訂モデルでの組み替えでは、決算

資料という膨大な情報から財務当局職員だけで組み替え作業を行うわけですから、どうしても組み替え漏れが発

生してしまいます。財務諸表の正確さという点で東京都とそれ以外の自治体では大きな差があると言わざるを得

ません。 

 東京都の新公会計制度を参考にして柏市独自の公会計モデルを作るというのではなく、東京都のそれをそのま

ま早期に導入したいと考えます。                         （平成24年5月6日記） 

 

（ 平成24年12月に起こった笹子山トンネル事故以来、公共施設の老朽化問題が深刻な政治課題となってまい

りましたが、どの公共施設から補修に取り組むべきかという基本データーが役所にはないことが明らかになりま

した。即ち、単式簿記である公会計には、公共施設の減価償却も固定資産台帳もないのです。役所が持っている

公有財産台帳に載っているのはハコモノばかりで、社会インフラは載っていないのです。そこで、総務省は平成

26年4月から5月にかけて、地方公会計の複式簿記化についての基本方針を発表しました。平成27年1月には、

総務省の定める統一基準での財務諸表を3年以内に作成するよう、総務省は全国の自治体に要請する見込みです。 

           平成26年11月4日追記） 

◎ 柏の葉国際キャンパスタウン構想をＥＵ型クラスター開発モデルで見直す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本多前市長が最後まで情熱を傾けられた事業に「柏の葉国際キャンパスタウン構想」があります。この地区に

ある千葉大学の環境健康フィールド科学センター、東京大学大学院の理学部系研究科、千葉県の東葛テクノプラ

ザ、国立がんセンターなどの学術研究機関を核に、この地区を国際学術研究都市とする構想です。 

本多前市長は北部整備計画にある特別な夢を籠められていました。それは柏市の北部地域が世界的な先端産業

の集積地になるという夢でした。この地域が上記のような高度研究機関の集積地であること、秋葉原とつくば市

を結ぶ鉄道（ＴＸ）の中間点であることを根拠に、ここで新しい産業のビッグバンが必ず起ると熱っぽく語って

おられました。その本多前市長の夢が構想として結実したものが「柏の葉国際キャンパスタウン構想」です。 

これは柏のオリジナルな構想のように思われていますが、実はシリコンバレーの驚異的な成功を見て、世界各

地でこのような人的資源のクラスター開発構想が練られました。このことは本多前市長も熟知しておられて、柏

の葉地区にある研究機関のレベルの高さから、この地区が世界でも卓越した人材クラスターになると思われたの
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でしょう。 

ところでＴＸが開通して 7年、東大の柏キャンパスが生れてから 12年が経過しましたが、先端産業誕生のき

ざしすら見えません。私はその原因を求め続けましたが、その疑問を明らかにしてくれた論文「日本のクラスタ

ー開発における人的資源開発の課題と経済制度の特性の影響－なぜシリコンバレー複製政策は移植できないの

か？－」（若林直樹・京都大学経営管理大学院教授／『日本政策金融公庫論集』第 9号2010年11月）に出会い

ました。 

若林教授によると、シリコンバレー複製モデルはアメリカとイギリス以外では世界のどこでも成功していない

と言っています。彼は米英にあって、それ以外の国々にはないものとして、人材と事業の流動性の高さ（起業の

ハードルを低くするには、人材と事業の流動性が不可欠と若林教授は言う）と、それを可能とする社会制度並び

に社会慣習をあげています。米英が英語という世界共通語を母国語としていることもそれに含まれます。 

ところで若林論文は、米英以外の国でシリコンバレー型ではなくともクラスター開発に成功した例を紹介して

います。それはドイツのミュンヘン周辺のバイオ・クラスターとベルギーのフランダース地方のバイオ・クラス

ターです。 

両地区が、社会制度並びに社会慣習が米英型でないにもかかわらず人材クラスターの形成に成功した理由を、

若林教授は前者にマックス・プランク研究所他の世界的に高名な研究所があること、後者にもバイオ研究機関を

統合支援する非営利研究所ＶＩＢ他多くの民間研究（ヤルルトの研究所も含む）があることをあげています。ド

イツでもベルギーでも、米英のように人材が将来の雇用を心配することなしにベンチャー企業を渡り歩きできる

環境がないところから、これらの大規模な研究所が研究員の雇用を保証する役割を果たしていると言われます。 

米英を除けば、どの国でもビル・ゲイツ、スティーブ・ジョッブズ、マーク・ザッカーバーグのような天才的

な起業家は出て来ないでしょう。故に柏の葉国際キャンパスタウン構想も、シリコンバレー複製型モデルから早

くＥＵ型モデルにチェンジする必要があると考えます。 

現在柏の葉地区には民間大手の研究機関がまったくありません。東大や千葉大のポスト･ドクターの研究者た

ちがこの地区で雇用を得て、引き続き研究を継続してゆくためには是非とも大型の民間研究所を誘致する必要が

あります。                                  （平成24年5月7日記） 

 

（ 神戸市はポートアイランドに理科学研究所のスパコン「京」を誘致しました。「京」が核となって主として

バイオ・医療系の研究機関がここに集るようになりました。昨年「京」は演算速度トップの座を失いました。平

成25年6月には世界第４位に転落しました。平成25年5月9日、文科省の有識者会議は「京」の100倍の性能

をもつ次世代スパコンを平成26年から開発に着手し、平成32年から稼動させる計画をとりまとめました。次世

代スパコンを柏に誘致できるチャンスが予期より早くころがり込んできました。このチャンスを失うと、柏がハ

イテクのクラスターになる機会は半永久的に来ないかも知れません。不退転の覚悟で次世代スパコンの誘致に取

り組まなければなりません。                平成25年6月17日定例市議会の一般質問より） 

 

（ 本多前市長は、東大の理学部系研究機関の柏進出は必ずや柏をシリコンバレーに匹敵する先端産業の集積地

にすると述べておられましたが、未だにそのきざしは見えません。しかし、東大の理学部系研究機関の柏進出は、

本多前市長の予期しておられなかったところで、柏の知名度を全国的に高めています。それは医療介護分野や対

高齢化社会施策の分野です。在宅患者のために医療と介護を連携して提供するための拠点である「柏地域医療連

携センター」は、全国につとに知られています。それ以外にも、東大高齢社会総合研究機構の飯島勝矢教授と柏

市が進めている「フレイル予防活動」、元東大准教授で、現在、理化学研究所革新知能総合研究センターの大武

美保子チームリーダーが立ち上げた「ほのぼの研究所」がよく知られています。いずれも、高齢者多数が参加す

るという形で進められていますが、前者は身体の健康長寿をめざし、後者は認知症予防をめざしています。オン

ディマンド・タクシーは、既に沼南地区で「カシワニクル」という名称で運行されています。 

東大の理学部系研究機関の柏進出を商工業の実利に直結させようとする政策は、成功するでしょうか。京都市

民は、京大に対してそのような実利的な気持ちを全然持っていません。「数年に一回でもノーベル賞或いは数学
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のノーベル賞と言われるフィールズ賞を取ってくだされば、それだけで十分満足です」と言う気持ちで京大を見

ています。京都市民の鷹揚な気持ちが京大の学術的成果の源になっていると思います。東大の宇宙線研究所が柏

に来て短い年数の間に、既にノーベル賞受賞者が二人も出ました。これだけで、柏市民にとっては他の自治体の

市民が味わえない栄光です。これで満足しておれば、その内、柏市の産業にもプラスの影響が出てくると思いま

す。                                     平成29年6月4日追記） 

◎ 市役所内でカイゼン運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 日本の工業製品の品質が世界一になったのは、各製造現場でのカイゼン運動の賜物であったと言われています。

役所は製造現場ではないものの、職場での業務カイゼン運動によって事務の効率が大きく向上し、市民の行政サ

ービスに対する評価が大きく改善して行った例が、全国の多くの自治体において見受けられます。 

 長崎市では毎年、職場でのカイゼン運動の優秀事例の表彰式を全職員の参加で行っています。昨平成 23年度

の例を見ますと、事務作業効率の向上にとどまらず、清掃工場の発電量増量の新しい技術の開発という科学技術

上のカイゼンの成果例が特別表彰されていました。 

 柏市役所内でも各職場でのカイゼン運動を進め、毎年市民代表による評価、職員代表による評価の二つの評

価方法でカイゼン最優秀事例を表彰してゆきたいと思います。           （平成24年6月2日記） 

◎ 地方公務員厚遇の是正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 民間給与が長びく不況から年々引き下げられ、給与の官民隔差が大きな社会問題となっています。人事院は平

成14年からほぼ毎年、給与水準を少しばかり引き下げています。地方自治体も人事院勧告に準じて少しずつ給

与水準を引下げてはいますが、引下げ率は国家公務員のそれを下回っていますので、平成18年には国家公務員

の給与水準を100とする柏市職員給与のラスパイレス指数は100.7となりました。以降、柏市職員のラスパイレ

ス指数は100を越える状況が続いています。これについて、市当局は「ラスパイレス指数が100を超えているの

は特定の職種の職員についてのことである」と弁明していますが、ラスパイレス指数が対象としているのは一般

行政職であり、これは市職員のほぼ 50％に相当するところから、市当局の弁明は妥当ではありません。可及的

速やかに100を下回るようにする必要があります。 

国家公務員の場合、残業手当が実働時間で支給されることはなく、かなり低い定額に固定されています。一方、

地方公務員は実働時間で残業手当が支給されています。このように残業手当において地方公務員は国家公務員を

はるかに優遇されているわけですから、給与水準において地方公務員は国家公務員を下回っておくようにする必

要があります。 

 地方公務員給与の更なる問題は、彼らの給与水準が近年引き下げられてはいるものの、実際には「現給保障」

という形で、ベースダウンされても実際に支給される給与が引下げにならないようにしている仕組があることで

す（これでは給与水準の引下げの公表も、世論の目を欺くものだと言われて仕方がない）。乃ち、数字上ベース

ダウンされた給与が、定期昇給で現在支給されている金額に届くまでの数年間は、現在支給されている給与を保

障するという仕組みです。これは国家公務員給与でも認められているので、柏市のみを非難することはできませ

んが、柏市がこれを平然と定着させているのは市民感情反します。現給保障は早期に廃止してゆかねばなりませ

ん。 

 地方公務員の給与は、以上の例でも明らかなように国家公務員に準じて支給されています。その一つが地域手

当です。国家公務員であれば勤務地が全国に及ぶので地域手当の存在意義はありますが、なぜ、市町村職員にま

でそれがあるのかということは久しく議論されてきました。ところが現実には柏市の場合も、柏市の地域手当の

支給率は 6％と人事院から指導されています。柏市は人事院の指導を１％上回る 7％を支給しており、これは大

いに問題とされなければなりませんが、地域手当が国地方を問わず公務員給与の一部とされているところから、

これを今直ちに廃止することは容易ではありませんが、自治体間で協議して地域手当廃止の声をあげてゆきたい

と思います。 

 一方、人事院が廃止を勧告（平成21年）しながら、地方で未だに残されている手当に「持ち家手当」があり
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ます。柏市は現在でも8,000円の持ち家手当を支給しています。これは速やかに廃止されなければなりません。 

以上、私は市職員の待遇を国家公務員のそれをやや下回る程度に設定する必要がある旨を主張しました。その

根拠は既に述べたように、残業手当において地方公務員は国家公務員を大きく凌駕しているからです。私の国家

公務員時代の体験から言いますと、私の給与の総支給額が10万円くらいの頃、本省勤務で毎日深夜を回る残業

をしていましたが（まだ土曜日は休日ではありませんでした）、残業手当は月2万円少々でした。この残業手当

は実働時間に全然比例せず定額でした（勿論、こんなことは許されるべきことではありません。国家公務員には

労働基準法が適用されないので、本来であれば労基法違反となる慣行がまかり通っているのです）。そのことを

思うと地方公務員は何とめぐまれているかと思います。このことを市職員もよく理解して、国家公務員を上回る

待遇については、国家公務員をやや下回る程度まで引き下げることに協力すべきです。（平成24年6月2日記）                                    

◎ 首都圏直下型大震災のときの北総地域災害復旧拠点としての準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 柏市は市街地のほとんどが平坦な台地上に広がり、且、この地盤が安定しているために、歴史的に見ても大災

害がほとんどないという極めて幸運な都市です。終戦直後に利根川の堤防が決壊したことがありましたが、水没

した地域の多くは農地でした。今日では利根川の水量減少の心配こそあれ、堤防の決壊は考えられません。今日、

柏市の災害でもっとも怠りなく備えておかねばならないのは、近年頻発するようになったゲリラ豪雨に対する備

えです。柏市は現時点でも市内2ヶ所で大口径の雨水幹線の工事を進めており、ゲリラ豪雨対策は着実に進んで

います。 

 防災と柏市とのからみで考えておかなければならないことは、むしろ柏市の周辺地域での災害復旧に柏市がど

うかかわるかということです。私がこのことに気付いたのは、東日本大震災の半年後に岩手県遠野市で地方自治

経営学会が開かれたときのことでした。挨拶に立った遠野市の本田市長は、「平成23年3月11日大地震の揺れ

に必死に耐えているときに、三陸大津波を直感し、地理的関係から三陸地方の復旧拠点が遠野市に置かれること

になると確信した。揺れがおさまるや、職員にその準備をせよとの指示を出した」と述べられました。三陸海岸

は馬蹄形をしており、宮古市から陸前高田市に至るまでの三陸沿岸各都市と内陸の遠野市の距離が、だいたい等

距離にあることがその判断の根拠でした。案の定、国から三陸地方の災害復旧拠点を遠野市に置きたいとの要請

が程なく来ましたが、そのときには遠野市は市営グラウンドの自衛隊への提供、福祉センターをボランティア団

体への提供等の準備が完了しておりました。これには国も驚いたそうです。 

 本田遠野市長からこの話を聞いたとき、「トップリーダとはかくあるべきものか！」と、感動が私の全身を襲

いました。そこで私はその2ヶ月後の11月、三陸地方復旧ボランティアチーム「まごころネットワーク」（遠野

市福祉センターに本部を置いて、全国から飛び込みで来るボランティアに派遣先と任務を与え、必要な機材を渡

していました）を尋ね、大槌町のガレキ撤去作業に従事してきました。 

 首都圏直下型地震が発生したとき、東京湾岸の高速道路、主要国道は液状化で壊滅的な被害を受けるでしょう。

しかし常磐自動車道、国道 6 号は残るでしょうし、16 号も柏から千葉北くらいまでは残るでしょう。柏市内に

は海上自衛隊の飛行場もあります。このことを考えると、間違いなく柏市内に北総地域の災害復旧拠点が求めら

れるでしょう。このことを想定して、柏はこれにどう協力できるかを、今から計画策定しておかなければなりま

せん。            （平成25年8月8日記） 

◎ 柏の品位とヘリテージ（遺産）の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 柏を「東の渋谷」とするまちづくりが始まってから、なんとなく柏の都市としての品位が低下してきているよ

うな印象があります。渋谷のように柏に若者がたくさん集まることが最良のまちづくりと考えて、若者向けの派

手なイベントが柏駅東口ダブルデッキ上で次々と行われました。柏はストリート･ミュージックの全国的な拠点

とまで言われるようになりました。柏市は、柏駅東口を若者の街（まち）として盛んに情報発信して参りました。

その結果、柏市は全国的にも知られる都市になりましたが、今の柏駅東口の姿を柏のヘリテージ（遺産）として

よいのかと考えたとき強い違和感を覚えます。 

柏市もそろそろ品位ある都市像を、腰をすえて考えるべき時期になりました。その都市像は柏のヘリテージ（遺
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産）として後世に引き継がれるものでなければなりません。柏市と我孫子市を比べたとき、我孫子市民の方が、

都市の品位とヘリテージを正しく理解してこれを共有していると思います。我孫子市民は白樺派文化人の集まっ

た大正、昭和初期の我孫子を誇りに思い、これをヘリテージとして後世に伝えようとしています。 

では我々は柏の何を柏のヘリテージとして後世に伝えてゆくべきでしょうか？柏も我孫子と同じように、手賀

沼周辺の緑の景観とそこでの市民の屋外活動を柏のヘリテージとすることができます。市民の屋外活動をさらに

盛んにするため、手賀沼緑道沿いにベルト状のフラワーパークを設けてみたいと思います。これは市の直営事業

として行うのではなく、手賀沼緑道沿いの土地をベルト状に市民に無償で貸付け、市民花壇としていただきます。 

しかし、柏は我孫子と違って手賀沼でひと括りにするには市域が広すぎます。全柏市民が柏のヘリテージとし

て共有できるものを他にも捜してみる必要があります。手賀沼周辺の緑の景観と市民の屋外活動以外にどのよう

な魅力を柏はもてばよいのでしょうか。 

 一つは、医療介護の連携と地域包括ケアシステムのモデルタウンが柏に誕生しつつあることです。東京大学の

柏市への貢献は、この分野で成果を上げつつあり、柏市は高齢化対策の先進地として全国的にも知られるように

なりました（柏市は、東京大学の貢献を先端産業の集積に求めたのですが、残念ながら、この分野では顕著な成

果は出ていません）。団塊の世代が全員、後期高齢者になる2025年問題が、この国の前途に暗雲を垂れこめさせ

ていますが、柏での壮大な実験が成功すれば、柏が日本の新時代を切り拓いてくれたという歴史が残るでしょう。 

 柏のさらなる魅力は何といっても、吹奏楽の盛んなまちとして全国に知られていることです。それには市立柏

高校の吹奏楽部と、それを日本最高水準に育て上げた吹奏楽部顧問の石田修一先生の存在が大です。石田先生の

功績を顕彰すべく、柏ふるさと公園に野外音楽堂｢石田修一記念手賀沼ハーフシェル｣を建設することを提案しま

す。ここでのコンサートを手賀沼花火大会の行われる日に行い、これをボストン･ポップスが、ボストン・ハー

フシェルで行うアメリカ独立記念日演奏会のように世界的に知られる音楽イベントにしてゆきたいと思います。  

（平成25年8月9日記）               

◎ 市役所の内部統制を民間大会社並にする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1.  平成18年5月施行の改正会社法により、大会社と委員会設置会社は内部統制システム（業務執行に不正や

リスクがないかを内部で監視する体制）を整備することが義務付けられました。大会社では、内部統制システム

の整備の現状を、株主やときには官庁にも報告するようになりました。 

民間企業の内部統制と役所の内部統制を比較したとき、一つの大きな違いが明らかになります。役所の内部統

制は国から地方に到るまで法令遵守を中心とするコンプライアンス体制に留っています。一方、民間大会社の内

部統制にはコンプライアンス体制に留らずリスクマネジメント体制の構築も含まれます。 

 役所では、民間企業に見られるような財務状況の悪化が投資家への損失を生んだり、或いは商品やサービスの

質の悪化が一般消費者に損害を与えるということは基本的にないとの考えがあって、役所内部でリスクマネジメ

ント体制が全然構築されていません。 

 しかし、役所でも財務状況の悪化は夕張市のように、返済猶予という形で債権者に損害を生みますし、夕張市

のようには至らずとも、行政サービスの自己負担増或いはサービス量の減少ないしは廃止という形で市民に損害

を与えている例はあちこちで出てきています。私は市役所が柏駅周辺地区の再開発という巨額投資事業にのめり

込んで行く姿を見て、市役所内にもリスクマネジメント体制の構築が必要だと強く感じるようになりました。 

近年リスクマネジメントをめぐって深刻な問題が出て参りました。それは公共建築物の老朽化から来る崩落現

象です。高度成長期にあちこちに建設された社会インフラや役所のハコモノが崩落現象を始めています。ここで

発生する事故から市民を守るためには、これからの公共投資は新規建設から維持補修に移してゆかなければなら

ないと言われながらも、市民要望には未だに新規建設の声が強いものですから、議会が公共建築物の予想される

崩落現象に対し、充分に予防的機能を果すことは期待薄です。 

 もし崩落事故の結果、市民に被害がでると議会は行政を厳しく批判するのですが、事故が起ってからではあと

の祭りです。従って自治体が適正に維持補修できる量以上の公共建築物を建設しないよう、これを行政内部から

常にモニターしておく必要があります。議会ではこのような仔細で恒常的なモニターはできません。故に、行政
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内部に独立性の高い機関を設けて、常時このようなリスクがないかどうかを吟味させ、議会に提出される予算案

にそれについての意見書を添付するようにしたいと思います。 

 

2. 民間の内部統制と役所の内部統制のもう一つの大きな違いは、民間では経営のトップの経営判断も内部統制

の対象になるのに対し、役所では市長の政策判断は内部統制の対象には全然なっていないということです。市長

監視のために議会があるのだから、役所内部で市長の専横行為をとりたてて諫止しなくてよいという考えが役所

内にあります。確かに議会には反市長派の論客はどこの地方議会にも数名はいますが、彼らはどこの議会でも少

数派です。市長提案に大きな問題があって議会の反市長派から激しく批判されても、市長提案は必ず成立します。

柏市議会で平成17年に市長議案一つが否決されたことがありましたが、37年ぶりのことでした。これくらい市

長提案はフリーパスされているのです。 

市長部局と独立して監査委員会と外部監査人もありますが、これらは事後的チェックです。このように市長は

民間の非オーナー企業の代表取締役よりもはるかに強い権限をもっています。全国的に見ても市長が地位を失う

のは、執務に耐えられない病気と落選と警察逮捕しかありません。政策の失敗を議会で批判されて辞任した市長

は、広域合併構想が議会で否決されて辞任した元成田市長の小川国彦氏を除いて、私は寡聞にして知りません。

日本の地方自治法のお粗末な内部統制と、長いものには巻かれやすい国民性とがあいまって、日本の市長は独裁

者と言ってよいほどの強い権限と安定した地位を享受しています。 

市長の政策判断はかなりのところ次の市長選を念頭において行われるものですが、市長のタイプによって市長

選に臨むスタンスが大きく異なります。選挙は4年間の自分の治政全般に対する審判だと考える市長と、選挙は

予算の作為的配分によってもたらされる組織票によって決まると考える市長がいます。リスクマネジメント型内

部統制の対象にしなければならないのは後者のタイプの市長の政策です。このようなタイプの市長に限って議会

対応も狡猾ですから、議会で一部の野党議員が舌鋒鋭く攻撃するだけでは市長の政策は無修正で議会を通ってし

まいます。市長のこのような専横行為を阻止するためには、先述した市役所内部に独立性を保証されたモニタリ

ング部署を設けることと、内部通報者の地位の保障を制度化するしかありません 

柏市はコンプライアンスにしても内部統制にしても後進自治体です。近隣市では独自の職員倫理規程を策定

していますが、柏市は国家公務員の倫理規程を参考にすべしとしているだけです。民間大会社の進んだ内部統

制を参考に、柏市でも全国で最も進んだ内部統制体制を構築してゆきたいと考えます。（平成25年8月10日記）  

◎ 医療的ケアの必要な重度心身障害者の在宅支援の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 平成22年12月に「かしわ障害者をむすぶ会」（以下「むすぶ会」とする）が柏市長に提言書を提出しました。

その内容は、柏市に在住する障害者並びに施設職員を対象に、「むすぶ会」が「柏市が実施する障害者福祉サー

ビスの利用実態と新たなニーズ」についてアンケート調査を行った結果を明らかにして、それをふまえて「柏

市民が要望している施策とサービス」を提言したものでした。 

 アンケート結果は障害者と施設職員別に示されていますが、いずれのアンケートにおいても「ケアホームや

グループホーム、入所施設、一人暮らしなど生活施設の充実」がトップを占めました。これは私が前記の「重

度心身障害者の入所施設の建設」で述べたところと同じです。 

 次に障害者、施設職員それぞれから要望の強かったものは「医療的ケアの必要な障害者の在宅支援の充実」

でした。実はこのアンケートは、障害者自立支援法から障害者総合福祉法に法改正されようとした時期に行わ

れたものでした。障害者も施設職員も新法で在宅重度心身障害者の公的介護サービスが充実されることを期待

したのですが、残念ながら新法の下でもこのサービスは最も遅れた分野になっています。 

 重度心身障害者は、それ以外の障害者とは違って入浴や家事などのような短時間利用で終わる「居宅介護」

では生活してゆけません。彼らは生活全般にわたる長時間の介護（重度訪問介護）を必要とします。重度訪問

介護には痰の吸引など医療に準ずる行為も含まれます。新法の下でこの種のサービスが設けられながらも、現

実には、これを積極的に行おうとする事業所が極めて少ない現実があります。柏市内には居宅介護等のサービ

スを行う事業所が49事業所ありながらも（平成25年8月現在）、重度訪問介護を積極的に行っている事業所は
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2事業所しかない現状です。 

加えて、重度訪問介護の報酬単価は特に低いとも言われています。障害者向けの公的介護サービスの利用時

間数は各自治体で決められることになっており、自治体間格差が大きいと言われています。柏市の重度心身障

害者の入所施設建設が極めて遅れていることを考えると、柏市は公的介護サービス事業所が重度訪問介護に積

極的に取り組めるよう独自の支援策を行う必要があります。            （平成25年9月8日記） 

◎ ノーマライゼーションのまちづくりを民間人の知恵と経験に求める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 秋山市長は平成 21年の市長選挙で、市政を「民の力」、「民間発想」で全面的に見直してゆくということを公

約されて当選されました。議会は、当時１名しか副市長がいなかったところから、市長はもう１名の副市長に民

間人を起用してくるだろうと予測していました。ところが市長は、平成22年3月議会に市役所内部から副市長

登用の議案を出してこられたので、議会は選挙公約が一体どこに消えてしまったのか驚いてしまいました。 

 今日、柏市が民間人の知恵と経験を必要とする行政分野がないわけではありません。それは一般に考えられて

いるような財政、企画或いは行革などのようなマネジメントの分野ではなく、ノーマライゼーションのまちづく

りを中心とする障害者福祉の分野です。 

 福祉行政は官僚が一番よく知っているのではないかと思われる人もあるでしょうが、実はそうではありません。

日本の福祉行政は不断に制度変更が行われています。障害者福祉担当の市職員は不断の制度変更をフォローし、

それを市内の障害者福祉事業者と障害者に伝達し、それを指導するだけで手一杯の状況です。 

 何故、厚労省は不断の制度変更を行っているかと言うと、障害者の諸団体や障害者福祉の事業所から不断の制

度改革の要求が出されているからです。彼らこそ、日本の障害者福祉の現場の問題点をもっともよく知っている

人です。 

 厚労省の障害者福祉行政に影響力を及ぼして来られた民間の障害者福祉事業者に副市長に就任していただい

て、ノーマライゼーションのまちづくりに民間の知恵と経験を生かしていただきたいと思います。  

                                      （平成25年9月8日記） 

◎ 市場移転中止損害賠償裁判での敗北を教訓としてコンプライアンスの構築を・・・・・・・・・・・・・ 

 柏市議会平成26年6月定例会で、柏市が柏インター第三土地区画整理組合設立準備会の７名の会員から訴え

られていた損害賠償訴訟（請求額3億5百万円）の和解案（柏市の支払額を2億2千万円とする）が承認されま

した。何故、柏市がこのような損害賠償責任を負うようになったのかを検証してみることが、柏市のコンプライ

アンスを構築する上で不可欠な前提作業となります。柏市のトップマネジメントの前近代的性格がここに集約さ

れていると考えられるからです。以下、訴訟に至るまでの経過を振り返ってみます。 

 本多前市長時代末期の平成18年3月に、本多市長は公設市場の取引高が年々減少して来ている原因は市場の

建物が老朽化しているためであって、これを柏市の最北部に新築すれば取引高は回復するという理由で市場を移

転することを決められました。流通革命が取引高減少の理由であることは誰の目にも明らかであったので、前市

長の説明を真に受ける人は市議会でも少数でした。 

 柏市の財政は市場移転を決めた頃にはかなり悪化していました。そこで柏市は、市場移転事業に新たな借入を

起こさない事業費完結の基本原則を決めました。即ち、現市場の用地売却金と国の交付金の合計額の範囲内で事

業を行なうとしたのです。その為には、移転先の用地をできるだけ安く取得する必要があるため、市街化調整区

域の価格で購入することを決めました。 

 柏市の事務担当者は、用地買収交渉において先ずこの基本原則を地主たちに説明しました。ところが地主たち

は、「土地区画整理事業の完了によって、地権者が換地後の土地の価格が上がることによる開発利益を享受でき

るメリットがあるため、地元から土地区画整理事業を（柏市に）もちかけ」、「素地で（用地を）売ることはあ

りえない旨の回答が（地主たちから）あった」のでした（「 」内は、いずれも被告柏市の準備書面からの引用

です）。 

 このような激しいやり取りが柏市の事務担当者と地主たちとの間で行なわれたにもかかわらず、柏市は「用地
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確保は区画整理方式で行なう」とする覚書を平成21年4月に地主たちと締結してしまいました（市役所内部で

誰が地主たちの要求に沿う形で覚書を結ぶように誘導したかは裁判の中で明らかにされませんでしたが、これを

究明することがコンプライアンス構築のためには必要です）。 

平成21年11月、市場移転見直しを移転中止に近いニュアンスで公約していた秋山氏が市長に当選されました。

ところが新市長は市場移転を中止することなく、民間資本活用方法による市場移転方法の模索を始められました。

しかしながら、平成20年のリーマンショックで現市場用地の評価は半分近くまで下落してきており、いかに民

間資本を活用しても、事業費完結の基本原則に照らしては市場移転ができない状況になっていました。ましてや

区画整理方式で行ったのでは、事業が成立するはずもありませんでした。その認識が秋山市長にあったかどうか

分かりませんが、市長は就任後１年半も新方式による移転を模索し続けられました。その間に東日本大震災が起

こり、柏市は放射能のホットスポットとしてマスコミで大きく報道されたために、さしもの市長も平成 23 年 8

月、市場移転の断念を地主たちに通知せざるを得なくなりました。 

 地主たちは、このときまでに区画整理に向けた測量設計などで3億円を超える出費をしたと主張して、柏市に

その賠償支払いを求めてきました。秋山市長は支払いに前向きであったと言われていますが、柏市は事務方を中

心に市場移転が中止になった原因は原告にあるとして、その支払いを拒否しました。そこで地主たちは平成 24

年9月に柏市を相手に損害賠償請求訴訟を起こしました。 

柏市は裁判で、本事業が中止に至った原因は地主たちが区画整理による開発利益を露骨に求めてきたからだと

主張しましたが、平成26年5月千葉地裁松戸支部は、「柏市が地主たちに2億2千万円を支払うべし」とする和

解案を示しました。その理由として裁判所は、柏市が事業費完結の基本原則を理由として事業を断念するのであ

れば、東日本大震災のはるか以前に行なわれるべきであった（例えば、地主たちが素地で用地を売却することを

拒否した段階で…、或いは リーマンショックで現市場用地の評価が下落した段階で…、或いは 市長が交代した

段階で…）にもかかわらず、そうしないで長期に亘って地主たちに区画整理の期待をもたせ続けたことをあげて

います。 

 このような不要な損害の発生は、柏市トップの管理能力の欠如と、選挙を含む政治的人間関係を行政の効率よ

り重視する政治姿勢に起因すると私は思います。「この真相を市民の前に明らかにするために、安易な和解に走

るのではなく、裁判所が判決理由を仔細に記述する終局判決を求めるべきである」という主張を、私は議会でし

ましたが、市側は「柏市と地権者の間に基本的争点はなかったのだから、損害賠償するのは当たり前だ。市が裁

判に至る前に和解することができなかったのは、損害額を客観的に判断する方法がなかったからだ」と答弁しま

した。しかし、今日、裁判外紛争解決手続ADRが司法に整備されて来ているのにもかかわらず、損害額を客観

的に精査させるだけのために、原告被告双方に多額の弁護士費用がかかる裁判を原告に提起させたと言う主張は

おかしいと思います。 

本件が訴訟に至ることになった真相は、市側の説明とは裏腹に、用地買収交渉で地主たちに押し切られて行っ

た事務方の無念な思いがあったからです。準備書面を見る限り、柏市の弁護士は原告の不当性を雄弁に訴えてい

ました。ところが秋山市長が2期目の選挙で再選されてから、市側の姿勢が上記の通りに急変してきました。秋

山市長に和解を急がなければならない事情があったように思われてなりません。 

柏市は職員の不祥事が比較的少ない自治体でした。このことは誇りにしてよいと思います。しかし今回の事件

に見るように、柏市トップの政治的人間関係に起因する問題は、決して少なくない自治体です。その背景には、

市のトップが政治的人間関係に基づいて市政運営を行なっても、厳しい選挙を勝ち抜いてのことだから、それは

許されることだという観念が市役所の中にも、市民の間にもあるからです。 

本マニフェストの「市役所の内部統制を民間大会社並みにする」で述べましたように、柏市トップであっても

職務倫理の監視対象になるという内部統制の精神を市役所内部に浸透させる必要があります。その精神を明文化

しておく必要があります。残念ながら柏市には現在までのところ、明文化された独自のコンプライアンスがない

のです。 

今回の裁判は、市のトップから一般職員までの執務倫理を考えるよいチャンスだったのですが、平成26年6

月定例議会で和解案が承認されてしまった今、政治損害とも言い得る今回の事件が闇に葬られようとしています。
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このような正当化できない損害は二度と繰り返されてはなりません。柏市のコンプライアンス構築は急務です。  

（平成26年10月17日記）  

◎ 父親に一日保育士を体験してもらおう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

親は子どもをかよわい存在だと見て、子どもを全力で守ってやらなければならいと思っています。子どもは何

も知らないのだから、全てを教えてやらなければならないと思っています。ところが、実際には、親は子どもか

ら随分と精神的感化を受けているのです。埼玉県の教育委員会委員長をされた松井和氏は、「子どもが大人を善

人にしてくれる」と言われます。「自分の子どものためも、俺はよき親にならなければならない」と考えない親

はいません。松井和氏は、「他人の子どもであっても、幼児は大人を善人にしてくれる」と言われます。 

そこから、松井和氏は埼玉県の公立保育園で、父親に一日保育士を体験してもらうことを始めました。保育士

を体験してもらう父親は、一園一日一人です。父親複数名が同じ日に保育士を体験したのでは、父親どうしが会

話をしてしまって、子どもに注意が行かないからです。最初は戸惑い気味な父親も、やがて幼児の中に入って行

き、楽しい一日を過ごされるそうです。ただ単に楽しいだけでなく、幼児と一日を過ごすことによって、心が洗

われたという感想をもたれるそうです。公立保育園でのこの試みが民間保育園にも広がり、今では埼玉県全県の

保育園で、父親の一日保育士体験が行われています。このような試みを通じて、子育てに対する大人の関心を深

め、もっと子どもが欲しいと思うようになって初めて少子化を克服できるようになると思います。柏市でも、父

親の一日保育士体験を始めたいと思います。                    (平成27年5月30日)                    

◎ 柏市国民健康保険料の引き下げを求める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

柏の国民健康保険料が高すぎるという議論が、本多前市長の後半期から柏市議会で繰り返し行われました。市

当局は千葉県全県レベルないしは全国レベルで見ると、そんなに高くないと抗弁してきました。柏の国民健康保

険料が高すぎるという主張は、柏市と人口規模での県内類似都市との比較でなされていましたが（柏市は千葉

市・船橋市・松戸市・市川市のいずれよりも高い）、正確に検証するのであれば、人口規模だけの類似性での比

較ではなく、国保加入者一人当たりの国保医療費（Ａ）、国保加入者一人当たりの所得（Ｂ）を加味して検証す

べきです。なぜなら、国民健康保険料率はＡとＢによって基本的には決まるからです（但し、ＡとＢだけによっ

て決まりません。最終的には、市当局が政策的配慮によって国民健康特別会計に繰り入れる繰入金で、国保険料

率が決まります）。 

平成28年7月4日付の朝日新聞に、全国の政令指定都市（20市）並びに中核市（48市あり、柏市はその一つ）

の中で、国民健康保険料低い10市と高い10市が示されていました（但し、4人家族で、無所得の子どもが2人。

世帯の年収が400万円のモデル世帯で比較）。その図表を文末に示していますので、それを見ながら、以下の文

章をお読み下さい。 

柏市は国保料の低い10市、高い10市そのいずれにも含まれないのですが、驚いたことに、柏市のＡは国民健

康保険料が低い10市のいずれのＡよりも低いのです。つまり、柏市の国保加入者は、平素、健康管理に気を付

けておられる方が比較的多くて国保医療費が低いのです。さらに柏市のＢは、国民健康保険料が低い10市のＢ

と比べると、横浜市・名古屋市・豊田市のＢよりは低いのですが、他の7市のＢよりも柏市のＢの方が高いので

す。つまり、柏市の国保加入者は豊かな年金をもらっておられる方が比較的多くて、所得が高いのです。もし柏

市の政策的配慮によって国民健康特別会計に繰り入れる繰入金が他市並みにあれば、柏の国民健康保険料は全国

の政令指定都市並びに中核市の68市中、安い方のトップか、或いはそれに続く順位に躍り出ていなければなり

ません。そうなっていない理由は極めて単純で、柏市の国民健康特別会計に繰り入れる繰入金が他市に比べて極

めて少ないということです。 

全国の全ての自治体が、大なり小なり、政策的配慮によって国民健康特別会計に補助金を繰り入れしている理

由は、国民健康保険が制度的に維持できない状況になっている現実があります。国民健康保険は、昭和36年に

国民皆保険がスタートしたときに自営業者のために設けられた制度です。当時は、国民健康保険の加入者のほと

んどは自営業者でした。ところが、高齢化の進展、並びに社会保険を雇用者から付けてもらえない非正規雇用者
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の増加とともに、今や、全国どこでも国民健康保険加入者の約40％が無職となってしまいました。その結果、

全国どこでも国民健康保険加入者の20％強が保険料を滞納しています。柏市もその例外ではありません。国民

健康保険制度は、既に制度崩壊しているのですが、国が国民皆保険を維持し、各市町村に国民健康保険の執行を

命じている以上は、各自治体としては補助金を注入してでも国民健康保険を維持して行かなければなりません。

補助金注入をしないで国民健康保険を独立採算で執行するとなると、市民の負担が過酷になってしまいます。柏

市の場合、平成23年、24年には、国保加入者一人当たりの政策的配慮による繰り入れが、それぞれ843円、1,199

円と独立採算に近い国保運営をした年がありました。 

そのような背景がありますところから、柏市議会で国保料率改定条例が上程されるたびに、うるさいほど柏市

当局に対し国民健康特別会計への繰入金の増額が求められました（そのためか、国民健康保険料率の改定を、柏

市は平成29年度から議会承認事項でなくしてしまう条例改正案を上程し、議会はそれを承認してしまいました）

が、柏市当局は常に「国保特別会計への繰入金増額は市民の理解が得られない」という答弁を繰り返していまし

た。柏市当局が言う「市民」とは、彼らは一度も定義していませんが、国民健康保険以外の健保に加入しておら

れる方々及び家族（柏市の人口の約75％）を指していると思います。 

私は、「市民」は国民健康特別会計への繰入金増を理解して下さると思います。理由の一：被雇用健保の方々

も、退職後は国保加入者となられること、理由の二：国民皆保険制度をとっている以上、健保の種類によって健

保料の負担に大きな格差があってはいけません。被雇用健保では、保険料の半分は雇用者が負担しますので、国

保料が被雇用健保の健保料の倍額になることまでは許容範囲と言えますが、現実には柏市の国保料は、被雇用健

保の健保料の倍額をかなり上回っています。前述のモデル（4人家族で無所得の子どもが2人。世帯の年収が400

万円）を例にとりますと、柏市の国保料は、介護保険料、後期高齢者支援金を含めますと、413,500円です（Ｃ）。

一方、同一年収の柏市職員の場合は、188,165円です。同額の柏市負担分を加えても（即ち柏市負担分を給与の

一種とみなしても）、376,330円です（Ｄ）。ＣとＤの差は37,170円です。即ち、国保加入者は、同一所得の柏市

職員の健保料の倍プラス37,170円も高い健保料を払っているのです。 

ところが、年収400万円の柏市職員の平均年齢は28歳ですから、実際には、介護保険料（21,301円）を払っ

ていないでしょう。介護保険料を柏市職員の健保料からマイナスしますと、ＣとＤの差は37,170円プラス介護

保険料「21,301円の2倍」、即ち、79,772円に拡大します。その意味するところは、国保加入者は、柏市職員の

健保料の倍プラス79,772円も高い健保料を払っているということです。このような官民格差を、柏市の一般財

源で、多少なりとも是正することを、柏市民が理解されないことはないと思います。ちなみに、柏市より、国保

加入者一人当たりの国保医療費が高く、国保加入者一人当たりの所得が低い船橋市の国保料が柏市より低いとい

うのは、船橋市は一般財源から、国保加入者一人当たりでみても、柏市より多くの繰入金を出しているためです。 

国民健康保険の運営主体が、平成30年度から一部、千葉県に移ります。「それまでは、自治体は国民健康特別

会計への繰入はしないようにという指導が国から来ている」と、柏市は言います。しかしながら、国民健康保険

の料率は、平成30年度以降も市町村別に決定されます。柏市の国保加入者の医療費、所得が、平成30年度以降

も柏市の保険料率に反映されるということですから、各市町村の裁量余地も残されるはずです。であるなら、医

療費の削減に貢献して下さっている柏市の国保加入者に対し、柏市は国保料の引き下げを以て報いるべきです。 

国民健康保険の運営主体が一部都道府県に移されることに反対している方々もおられますが、千葉県が県内自

治体の保険料率の一覧表を公表しますので、県内類似市に比べて保険料率の高い柏市の当局に対しては、相当の

プレッシャーになると思います。だから、私は国民健康保険の運営主体の一部県移管を支持します。 

 

以下の出典:平成26年度国民健康保険実態調査（Ｅ）から朝日新聞が同社のモデルで国保料の高い10自治

体と低い10自治体を抽出したもの（平成28年7月4日付朝刊で報道）。柏のデーターはＥから直接取得。  

   
モデル家庭の    

年間保険料 

全国保加入者平均値 

  
  

医療費 所得 

  1 岐阜市 35万6780 33万8561 68.0万 

  2 愛知県豊田市 37万0100 31万3014 90.9万 
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  3 名古屋市 38万0400 31万0218 93.4万 

低 4 神奈川県相模原市 38万1300 30万3925 83.2万 

い 5 東京都八王子市 38万2500 31万2469 81.8万 

10 6 千葉県船橋市 38万5700 30万8844 80.1万 

市 7 埼玉県川越市 38万5800 31万8582 74.4万 

  8 横浜市 38万8990 31万9951 94.0万 

  9 神奈川県横須賀市 39万3810 34万9530 67.7万 

  10 広島市 39万9967 39万5988 69.1万 

    柏市 41万3670 30万0727 82.5万 

  1 山口県下関市 59万2240 42万4655 46.4万 

  2 北海道函館市 59万0480 38万9142 43.9万 

  3 長崎県佐世保市 58万8800 38万0585 40.9万 

高 4 兵庫県尼崎市 55万9714 34万5273 52.4万 

い 5 宮崎市 55万3600 32万9901 47.3万 

10 6 大阪府東大阪市 53万8625 35万4729 52.6万 

市 7 松山市 53万5510 35万5487 45.4万 

  8 熊本市 53万3030 35万0266 55.4万 

  9 高知市 53万1390 38万1399 49.6万 

  10 福岡県久留米市 52万6100 36万0634 54.4万 

                                       （平成28年3月31日記） 

 

（ 平成29年度の柏市国保料率は、医療分、介護分、後期高齢者支援金のそれぞれの均等割、所得割のほとん 

どで、わずかかずつですが、引き下げになりました。平成29年度から柏市国保料率の改定に議会承認の必要 

がなくなり、「これは国保料率の任意の引き上げにつながる」と議会から厳しい指摘を受けたために、その懸 

念を払拭するための処置ではなかったかと思われます。いずれにしても類似他市と比べて高かった柏市の国 

保料率が引き下げになることは慶賀すべきことです。             平成29年5月15日追記） 

◎ 都市部を都市計画部と都市整備部に組織分割します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

全国どの自治体でも、都市計画と都市整備は別の組織なっています。前者は企画に近い業務、即ち紙の上での

仕事を行いますし、後者は土木よりも少々計画的な業務、即ち現場の仕事を行います。いずれも技術者の仕事で

すが、仕事の性格が違います。柏市では、平成20年度に都市計画部と都市整備部（本多市長は、「都市緑政部」

と改称していた）の上に、「まちづくり事業本部」が設けられました。背景には、住宅都市整備機構（ＵＲ）か

ら柏市に派遣されてきた職員が特別職を要求しましたが、彼に特別職を与えることができないので、「まちづく

り事業本部長」という役職を設けた経緯がありました。まちづくり事業本部が設けられたものの、都市計画部と

都市緑政部は別組織として残りました。 

このまちづくり事業本部は、ＵＲ派遣職員が平成22年に退職して廃止されました。まちづくり事業本部は、

平成20年、平成21年と2年間しか続かなかったのですが、ところが、平成23年になると、まちづくり事業本

部を復活することなく、都市計画部と都市緑政部が合体されて「都市部」になりました。秋山市長がどのような

意図で、都市部という市役所内で一番大きな組織を作られたのか説明はありませんでしたが、市役所内部の力関

係には大きな変化がありました。 

国でも、建設省と運輸省が合体して、巨大な権力をもつ国土交通省が誕生しました。当時の橋本龍太郎総理は、

当初、建設省から河川局を外して建設省の権力を削ぐ考えでしたが、建設省の事務次官が橋本龍太郎総理を公然

と批判し、それに自民党の建設族が加勢し総理の構想をつぶしただけではなく、橋本龍太郎総理の目論見に反し、
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国土交通省が誕生するという逆効果となりました。 

柏市役所でも、都市部が誕生するや、都市部長が市役所内部で強い権限をもつようになりました。平成28年

6月、中原ふれあい防災公園の隣接林を市有地として購入して欲しいという柏市南部住民の強い要望が大きな政

治課題（本件の詳細は、「◎ 貴重な緑地の確保のためには、鑑定価格主義の例外を認めるべし」に出ています）

になったとき、市長はこれに前向きに対応しようとした時期がありましたが、都市部長にその意向を封じられま

した。市長陳情に行かれた南部住民の報告を聞きますと、市長と同席した都市部長と力関係が逆転して見えたと

いうことです。都市計画と都市整備は本来、仕事内容が違うわけですから、速やかに分割されなければなりませ

ん。                                     （平成28年9月30日記） 

◎ 貴重な緑地の確保のためには、鑑定価格主義の例外を認めるべし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中原ふれあい防災公園の隣接林（12,228㎡）は同公園の入り口部分にあり、牧場跡地で平坦な同公園に美しい

景観を与えていました。隣接林の内、公園入り口から遠い 5,532 ㎡は、平成 18 年に、相続税支払いに代えて物

納されました。残された6,696㎡は、同公園の美しい景観を守るために市有地として購入してほしいとの陳情活

動が南部地域の住民から澎湃として起こりました。 

南部住民の方々は、「中原ふれあい防災公園隣接林保全基金」を設立、平成27年4月までに合計1,135万円を

集め、逐次、柏市みどりの基金に、同公園隣接林を市有地として購入するために使ってほしいという要望を添え

て寄付してこられました。そのつど、柏市は同公園隣接林の購入に積極的な回答をしてきました。「ＮＰＯ法人

牧場跡地の緑と環境を考える会」は、17,103名の署名も集めて提出しましたが、1,135万円という大金を募金し

て市に寄付したのは柏市の歴史でも初めてで、このようなことは今後もないでしょう。 

しかるに、柏市は、平成27年に二度目の相続が発生した土地所有者の相続人が、同公園隣接林を「不動産鑑

定価格では売らない」と言っているという理由で、同公園隣接林を市が購入することは断念したと、平成28年

6 月に「ＮＰＯ法人牧場跡地の緑と環境を考える会」と、「中原ふれあい防災公園隣接林保全基金」に伝えてき

ました。市議会では、①柏市の公園の配置が北部に偏っていて防災公園隣接林は南部住民にとっては貴重な緑で

あること、②同公園隣接林が失われると同公園の美しい景観が著しく損なわれること、③1,135 万円という大金

を募金して市に寄付されたのは前例がないことを主張して、今回の土地購入は不動産鑑定価格にこだわる必要は

ないとの主張が強くあったのですが、市当局は聞く耳をもちませんでした（ 隣接林購入はなくなりましたが、

柏市みどりの基金に寄付された1,135万円は一般用途としての寄付であったので、返還されないとのことです）。 

一連の動きの渦中の中にいて、強く感じたことは市長の監督下の一部局である「都市部」が市長の意向も拒否

できる強い権限をもっているということでした。不動産鑑定価格絶対主義は、都市部が正義の権化であるかのよ

うな印象を与えますが、公有地購入価格でも、民有地の公用賃借料でも、これが本当に適正な不動産鑑定価格な

のだろうかと思われるような例は少なからずあります。 

購入価格や公用賃借料以上に、不自然なのは公共事業の優先度です。市民要望の強さ順に公共事業の優先度が

決められていません。中原ふれあい防災公園の隣接林の購入などは、市民要望が最も強いものだったにもかかわ

らず、市民要望が踏みにじられたという印象です。市長は選挙で選ばれる地位ですから、市民要望の強弱は皮膚

感覚でわかるはずです。ところが、現実には都市部が独自の判断で、公共事業を選択しているのではないかと思

われる事例がいくつもあります。柏駅西口北地区の再開発は、その好例です（「◎ 柏駅西口北地区再開発を取り

やめ、同地区の不燃化事業で防災対策とすべし」をご覧下さい）。柏市の公共工事全体に、市民の要望を反映し

てゆく方途を考えてゆかなければなりません。                  （平成28年9月30日記） 

（ 平成29年7月5日付朝日新聞は朝刊一面で、「不動産鑑定に圧力防止策」と題した記事を載せています。不

動産鑑定士に対して、政治家や地域有力者から様々な圧力が加えられていることを明らかにしています。国交省

が公認会計士や税理士にたいして行ったアンケートでも、65％が「依頼者に都合の良い鑑定評価額となっている

可能性も否定できない」と回答していること、不動産鑑定士の収入の7割が自治体の用地取得時の鑑定依頼から

来ていることを、報じています。柏市は、一つの不動産鑑定士事務所の鑑定価格を絶対視して政策を決めていま



 
35 

すが、疑問の余地なしとはできません。                    平成29年7月6日追記） 

◎ 開発複合体の柏市政への影響力を削がなければならない（「貴重な緑地の確保のためには、鑑定価

格主義の例外を認めるべし」からの続き）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

何故、都市部の権限がこのように強くなってしまったのか？柏市独自の事情もあります（「◎ 都市部を都市計

画部と都市整備部に組織分割します」をご覧下さい）が、基本的には国に開発複合体があるように、柏市のよう

な大規模な地方自治体にも開発複合体があるからだと思います。 

「複合体」という言葉を最初に使ったのは、アメリカのアイゼンハワー元大統領でした。アイゼンハワー元大

統領が、1961年に大統領を退任するとき、「アメリカ連邦政府は今や、軍の高級官僚並びに軍需産業で構成され

る軍産複合体によって浸食されている」と警告を発しました。アイゼンハワー元大統領自身が軍人出身で、共産

主義との戦いの陣頭指揮をとっていただけに、世界が驚きました。 

私は、全国各地の大規模な地方自治体にも、市役所の開発担当の技術者、開発コンサルティング会社、大手デ

ベロパー並びに市内の有力地主によって構成される開発複合体が出来ていると思います。私の知人の大手デベロ

パーの社員に聞くと、「会社からは『仕事はあるものを取って来るものではなく、無から創ってくるものだ』と

言われている」と言います。市役所の開発担当の技術者にとっても、自分が担当しているときに、大型の開発事

業を稼働・完成することができたら、技術者として冥利に尽きるでしょう。市内の有力地主にとっても、地価が

高く固定資産税の高い柏で、自分の土地に市の金が投入されて大型の建造物が完成すれば、これほどうれしいこ

とはありません。 

私が25年前、議員になった頃は、市に対する地元の公共工事業者の政治的影響力についてよく話題になりま

したが、今は地元の公共工事業者の話など何も聞こえてきません。柏市も中核市になり、柏市の公共工事は大手

企業が影をおとすようになりました。特に大型の開発事業では、地元の公共工事業者の出る幕はありません。開

発コンサルティング会社が、21世紀の未来都市柏の姿を描いてきます。市長も、開発担当の技術者も、柏が全

国的に注目される都市になることに感動を覚えます。市長が、「地方自治体の第一義の業務は、自立して生活す

ることが困難な市民に対する扶助である」ことを強く自覚していないと、開発複合体の力に押し流されてしまい

ます。市長は極めて多忙な地位ですから、市長一人で開発複合体の力に抗することは困難です。 

開発担当の技術者は30年を超す役人生活を、開発分野ばかりで過ごします。それ故、彼らは市役所の仕事の

全体像を知らないと思います。彼らを、彼らを得意分野で使うことは効率が良いように思われますが、彼らの権

力が市役所の中で強まってきますと、アイゼンハワー元大統領が警告したのと同じ意味で、市政にゆがみが生れ

ます。それ故、市役所の開発部門のトップに立つ部長は、福祉部門に勤務した経験をもつ職員でなくてはならな

いように、人事のルールを確立すべきだと思います。               （平成28年9月30日記） 

◎  柏そごうを商業施設と公共施設の複合利用により再開させます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 平成28年9月30日、柏そごうの43年の歴史に幕が閉じられました。そごうの最後の瞬間をカメラに収める

人々で柏駅東口ダブルデッキは埋め尽くされました。閉店に至るまでの段階で、（株）そごう西武が属する（株）

セブン＆アイHLDGSの開発部門を担うモールSC開発（株）は、柏市に対し「B1から7階までのテナントは

当方で探せるので、8・9・10階を柏市で賃借してほしい」という要望を伝えてきていました。しかし、柏市は、

彼等に対し、「閉店後、建物の速やかな商業施設としての再活用を要望する」と回答しただけで、彼等の要望を

前向きにとらえることをしませんでした。「建物の一部を市の施設としてはどうか？」との議会での質問に対し

ては、「柏そごうの閉店は民間の問題である」との答弁も行いました。そして、昨日、柏そごうの閉店を迎えて

しまいました。閉店のセレモニーに、柏市の誰も招待されていなかったことが象徴するように、（株）そごう西

武が柏市の対応に不満をいだきながらの閉店でした。 

 柏市が、（株）そごう西武に、建物の速やかな商業施設としての再活用を要望しても、彼らができなかったこ

とは、他の流通業者が簡単に行えるわけはありません。民間に知恵者はいくらでもいるという意見もありますが、

カラオケ・遊戯・風俗などの進出を認めるわけにはゆきません。純商業だけで維持することができないために閉
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店に至ったことを考えれば、柏市が一部を賃借する以外に、そごうの建物を活かす方法はなったのです。今から

でも遅くありません。この建物が無名の企業に売却（木更津そごうは、競売、転売を経て、最後は大阪の有限会

社 金剛山が取得しました）される前に、柏市は（株）そごう西武に対し、柏市が一部賃借する用意がある旨を

伝えるべきです。                               （平成28年10月1日） 

◎ 一中学区一近隣センターは守らなければならない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

柏市は、平成28年3月に公共施設等総合管理計画を発表しました。その内容は、高度成長期に建設された公

共施設が改修や建替えの時期を迎えているが、高齢者人口の増加、生産年齢人口の減少により、現在の公共施設

を維持することは困難になる。人口推計を基にした試算では、建築物系施設の13％を縮減しなければならない。

財政負担を基にした試算では、建築物系施設の30％を縮減しなければならないとしています。縮減の手法とし

て民間活力の活用、受益者負担の適正化、施設の統合が挙げられていますが、既に指定管理者に広く公共施設の

管理がゆだねられていますので、民間活力の活用で改善の余地はほとんど残されていません。受益者負担の適正

化も、公共施設管理システムの導入の際に近隣センターの利用が有料化され、その後利用料の大幅な引き上げも

行われましたので、物価の上昇でもない限り、これ以上の利用料の引き上げは高齢者の居場所をなくしてしまい

ます。残された手法としては、施設の統合しかありません。それ故、公共施設等総合管理計画は、近隣センター

の統合の伏線ではないかと懸念されています。 

柏市の近隣センターは、鈴木真・前々市長の時代に、新旧住民の交流促進のために、中学区単位に作られまし

た。近隣センターの利用は、定年退職者の増加に伴って利用率が高まっています。近隣センターが、地域住民の

統合と高齢者の老化防止に果たしている役割は、筆舌に尽くしがたいものがあります。今、団塊の世代が高齢者

に加わりつつあります。近隣センターが二中学校区に一つとなりますと、徒歩や自転車では行けなくなります。

一中学校区・一近隣センターは堅持しなければなりません。 

そのためには、新しい公共施設を作らないことです。新しい公共施設はパレット柏を最後とすべきでしょう。

今、柏駅西口北地区に再開発の計画が進められており、そこに新しい公共施設の建設も計画されていますが、そ

のために近隣センターの統合がおこなわれるのであれば、本末転倒です。市費を210億円も投じる柏駅西口北地

区再開発を止めれば、一中学校区・一近隣センターは維持できます。        (平成28年10月30日記) 

◎ 柏市は児童相談所の設置市になるべきだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成28年5月に児童福祉法の大改正が行われました（施行は平成29年4月）。この改正の背景には、年々深

刻化している児童虐待への対応と、「子どもは須らく家庭的環境で育てられるべきである」と規定する「子ども

の権利条約」の趣旨を国内法によって規定する必要があったという事情があります。この二つの観点は、実はか

なり共通部分をもっています。 

児童虐待事件の多くは、児童に愛情を持たない親によって行われています。親が児童に愛情を持たないケース

には2種類があります。一つは、シングルマザーになった母親に内縁の夫ができて、内縁の夫が血のつながらな

い児童を虐待するというケース。もう一つは、女性にとって妊娠が望まれたものではなく、出産が産科医院では

なく、自宅の風呂場などで行われ、出生と同時に赤ちゃんが母親によって殺されたり、或いは遺棄されるという

ケースです。殺害された1歳未満の赤ちゃんの39.4％が誕生したその日に殺されているというショッキングな調

査結果があります。このような児童の児童虐待死と、今でも高い日本の中絶率が相まって、日本の少子化は行き

着くところまで行きついてしまいました（日本の少子化の主たる原因は非婚化、晩婚化ですが、今のような野放

図な人工妊娠中絶にいくつかの規制をかけるだけで、出生率はかなり改善されます）。このままでは、日本は戦

争をしなくても、日本と言う国が無くなってしまうという危機感から、児童は必ずしも血のつながった親に育て

られなくても、子どもを愛情を以て育てるという人の手によって育てられるべきではないかという声が強くなっ

てきました。日本の子育ての思想は、児童は血のつながった親、ないしは血のつながった親族によって育てられ

るべきだとする血の論理でした。ところが、「子どもの権利条約」の言う「子どもは須らく家庭的環境で育てら

れるべきである」とする趣旨は、血の論理を前提としていません。ですから、平成28年5月の児童福祉法の大
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改正の立法趣旨は、日本でも特別養子縁組や里親を積極的に進めて行こうというものでした。 

今日まで児童虐待や遺棄を扱う行政機関は、都道府県によって設立される児童相談所です。一方で、近年、子

育て業務が市町村業務の中心的存在となってきました。それ故、児童虐待や遺棄を含む「子どもが育てられない」

という相談も市町村に多く寄せられるようになりました。現状では、「子どもが育てられない」という問題を扱

う行政機関は、県の児童相談所と市町村に二分されているという状況です。これを一本化するために、平成28

年5月に大改正された児童福祉法は、中核市と東京23区は5年をめどに独自の児童相談所を設置することを求

めています。 

児童相談所が市に移管されることのもう一つのメリットとして考えられているのは、県の児童相談所よりも基

礎自治体の児童相談所の方が、特別養子縁組や里親を積極的に斡旋できるのではないかということです。児童相

談所は児童虐待や遺棄の問題だけで手いっぱいで、特別養子縁組や里親の斡旋に手が回りません。遺棄され、幸

運にも発見された児童は、通常は児童相談所経由で乳児園に移され育児されますが、数年後には児童養護施設に

移され、家庭的雰囲気で育てられるという経験をしません。 

熊本市の慈恵病院の赤ちゃんポスト「コウノトリのゆりかご」は、これを赤ちゃんの捨て場のように非難する

人もいますが、実は慈恵病院は「出産をしても子どもが育てられない」とする妊婦から出産前に相談を受け、で

きるだけ出産前に特別養子縁組や里親の確約を取ろうとするものです。不幸にして、妊婦からの相談もなく赤ち

ゃんが「コウノトリのゆりかご」に預けられた場合でも、ほとんどのケースで母親が名乗り出てきていますので、

慈恵病院は積極的に特別養子縁組や里親の斡旋をしておられます。 

児童相談所が中核市や東京23区に移れば、児童相談所が慈恵病院のような機能が果たせるのではないかとの

期待があります。平成28年5月の児童福祉法の大改正には、基礎自治体の児童相談所は、特別養子縁組や里親

を希望するカップル、或いは各地で立ち上がりつつある特別養子縁組や里親の斡旋をする諸団体とのコミュニケ

ーションがとりやすいのではないかとの期待が込められているのです。 

千葉県議会でも、平成28年12月の議会で「千葉県子どもを虐待から守る条例」を制定しました。同条例23

条は、「・・・家庭的な教育環境の推進並びに里親制度の普及啓発、里親の養成その他家庭的養護の推進に努め

るものとする」と規定しています。柏市も早期に児童相談所を設置し、児童虐待に迅速に対応するとともに、児

童相談所を通じての特別養子縁組や里親の斡旋を積極的に進めてゆく必要があると思います。      

（平成29年3月15日記） 

◎ 市立柏病院は現在地で早期に建替えられなければならない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 柏市には、松戸市立病院のような高度医療の提供できる公立病院がなく、長年、市立病院の設置が市民要望と

してありました。しかしながら、鈴木元市長の時代に、柏市は市立病院をもたないで補助金を提供して大学病院

を誘致することを決めました。こうして、昭和62年4月に東京慈恵会医科大学付属柏病院（以下、「慈恵医科大

学柏病院」と称する）が現在地に誕生いたしました。柏市から同病院に提供された補助金は30億円です。同病

院は、市内唯一の三次医療病院であることから、今でも若干の補助金が柏市から提供されています。ですから、

柏市の実質的な市立病院は、慈恵医科大学柏病院なのです。 

 ところが、慈恵医科大学柏病院が誕生して、わずか5年後の平成4年6月、市立柏病院の現在地にあった国立

柏病院が廃院となり、その施設全体を市立柏病院として柏市が引き継ぐという議案が議会に上がってまいりまし

た。私は当時駆け出しの議員でしたが、「柏市の実質的な市立病院は、慈恵医科大学柏病院なのではないか？」

と質問しましたところ、「国立柏病院は北柏地区（16号より東側の市域）の地域医療を担っている唯一の総合病

院であったが、民間病院のどこも引き受けてくれないので、柏医師会から『柏市がこれを購入して、病院経営は

柏医師会がする（公設民営）』という提案があった」という説明がありました。こうして、市立柏病院は北柏地

区の地域支援型病院として、大改修を経て平成5年7月にスタートしました（柏医師会は3年を経て経営から撤

退、平成8年からは柏市の直営病院となりました）。市立柏病院は、爾来、この役割を必要十分に果たしてまい

りました。市立柏病院の経営状態は、公立病院としては珍しく黒字を維持してきました。柏市の一人当たり国保

医療費を全国最低レベルに引き下げてきた要因も、市立柏病院の存在が大きいと思います（「◎ 柏市国民健康保
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険料の引き下げを求める」をご覧下さい）。全国的に見ても、公立病院の存在する自治体の一人当たり国保医療

費は、公立病院の存在しない自治体のそれよりも低いという傾向があります。 

しかしながら、全国的に見れば大都市の市立病院が地域支援型病院としての役割にとどまっているという例は

珍しく、大都市の市立病院は通常、松戸市立病院のような高度医療の提供できる病院です。市立病院の通常のイ

メージと、市立柏病院誕生の特殊性のギャップが、市立柏病院の移転問題で市民に混乱を与えてしまいました。

平成26年2月から始まった市立柏病院の移転問題の理解には、最低でも以下のような情報が必要でしょう。 

市立柏病院の前身の柏国立病院のさらにまた前身は、陸軍病院でした。軍の病院でしたから、市立柏病院は

40,000㎡という広い敷地をもっています。これだけの広い敷地をもちながら、建替えのために移転をした例はな

いということで、平成25年2月に市立柏病院中期構想が発表された時には、現在地での建替えということにな

っていました。ところが、同年11月の市長選挙を経て、平成26年2月に発表された市立柏病院整備方針では、

国立ガンセンター裏手に移転するという計画にすり替わっていました。市立柏病院しか地域支援型病院をもたな

い北柏地区の住民は、「市立柏病院は設置目的である地域支援型病院の機能を必要十分に果たしており、待ち時

間の長さが象徴するように外来患者の非常に多い病院である。もし移転となると、北柏地区は医療空白区になる」

と主張して、現地建替えを強く求めました。彼らの主張に対しては、少なからぬ市民から、「大都市の市立病院

はどこも高度医療機関だ。現地建替えは医療の高度化に反対する住民エゴだ。市立柏病院が地域支援型病院とし

てとどまっている限り、全市民が恩恵を受けることができない」との強い批判が出てきました。 

このような批判は、市立柏病院誕生の経緯を等閑視しているだけでなく、市立柏病院の医療のレベルや病床数

を柏市が自由に決められることができるはずだという誤解があります。市立柏病院が、仮に国立ガンセンター裏

手に移転しても、病床数は現在の200床のままです。病床数が200床程度では、残念ながら高度医療機関にはな

り得ません。北柏地区が医療空白区になる分だけ、柏市内の医療にとってはマイナスです。柏医師会も、このよ

うな現実を踏まえて、市立柏病院の現地建替えを主張されるようになりました。 

 

 しかし市立柏病院は、病床数が200床という制限下でも、全市民にとってメリットのある病院に少しずつでも

脱皮して行く必要があるでしょう。では、どのような分野に向かって、市立柏病院は脱皮して行くのがよいので

しょうか？それは採算性が低く、民間病院では敬遠されがちな医療を施すことです。その第一に取り上がられて

いるのが、小児救急医療です。柏市は夜間休日の当番医を定めていますが、小児救急の当番医がいない曜日があ

ります。市立柏病院は現在の小児外来診療機能に加えて、小児患者が入院できる病棟を増設し、積極的に小児の

患者を受け入れるような体制にしていかなければなりません。 

 市立柏病院の最大の長所は、後背地に12.5ヘクタールにも及ぶ公園緑地をもっていることです。この公園緑

地は、清掃工場から出た焼却灰を埋め立てたところに覆土して芝を張ったものです。焼却灰の埋め立てが終って

から十分な年数が経っていないため公園の名前も付けられず、一般公開されてはいませんが、地元の人は出入り

しています。筑波山と利根川の遊水池を望む美しい公園緑地です。もし、首都圏直下地震が起こったときには、

幹線道路が通行不能になる可能性があります。そのときには、救急救命を要する重症者はドクターヘリで運ばざ

るを得ません。今、柏市内でドクターヘリが着陸できる病院はありませんが、市立柏病院に隣接する公園緑地に

は複数機のドクターヘリが同時着陸できます。市立柏病院は未だに災害拠点病院としての検討がなされたことは

ありませんので、隣接する公園緑地の大災害時の活用について議論が交わされたことはありませんが、市立柏病

院ほどの広い空地を隣接して持つ病院は東葛地区でも他にないと思います。市立柏病院を、災害拠点病院として

位置付け、病院内部体制並びに施設面でも、十分な災害医療を供給できるものにしておきたいと思います。 

市立柏病院のもう一つ長所は、4ヘクタールの敷地内に市立介護老人保健施設「はみんぐ」をもっていること

です。今、日本は超高齢化社会の入り口に立ち、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、医療・介

護・予防・生活支援等の分野で、役所・専門職・住民が連携して支え合う地域包括ケアシステムの壮大な実験に

取り組んでいますが、「はみんぐ」と市立柏病院は連携してそのフロントランナー的役割を果たしています。既

に、市立柏病院の200床の病床の内、40床を地域包括ケア病床として、患者の在宅復帰を促し、在宅医療につ

なげるための医療並びにリハビリテーションを提供しています。 
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以上の通り、市立柏病院は民間病院では敬遠されがちな医療サービスを提供しつつありますし、今後、その役

割は大きくなるものと予想されています。災害拠点病院としての役割のように、他の地区へ移転したのでは果た

せなくなってしまう役割もあります。以上のことを考えますと、市立柏病院は現在地で、早期に建替えるべきで

あると思います。                               （平成29年3月15日記） 

◎ 柏駅西口北地区再開発を取りやめ、同地区の不燃化事業で防災対策とすべし・・・・・・・・・・・・・・・ 

柏市は、高島屋前道路、第一小学校前道路、ＪＲ線路で囲まれた3.8ヘクタールの地区が、木造密集地区だと

して、防災対策のために全面再開発する計画を進めています。その事業内容は、同地区にある百貨店と病院の建

替え、戸建て住宅全部の解体、そこに45階建ての高層マンションを3棟建てる（公共施設や公園等の建設もあ

る）というものです。その事業費ですが、柏市はこれを公表していませんが、平成24年に市が“誤って”公表

した数値から推計して、総事業費は、1,220億円、国からの負担金交付金は215億円、柏市からの負担金交付金

は210億円に達するものと言われています。さらに、再開発事業費以外にも、第一小学校の移転建替えも当然の

ことながら、必要になるでしょう。柏市にとっては、北部整備事業（当初、960億円とされていたが、100億円

ほど減額になった）に次ぐ大事業で、南部清掃工場建設の250億円に匹敵するものです。 

本再開発事業の事業費がこのように莫大な金額になるのは、百貨店と病院の建替えが含まれるからです。再開

発事業では、地区内建物に対して、工事期間中の移転先建物の賃借料、往復の引っ越し費用を補償いたします。

建物の解体も、再開発事業の中で行われるので自己負担にはなりませんし、現在の固定資産評価額に近い金額は、

権利変換で新しい建物に留保されます（自己建替えであれば、解体されますから固定資産評価価値はゼロになり

ます）。それでも木造建物であれば、びっくりするほどの補償費にはなりませんが、事業所となると補償が莫大

な金額になります。だから、通常の再開発事業では、事業所は除外されます。私が、市の担当職員に「防災とし

て再開発事業をするのであれば、百貨店と病院の建替えを除外してはどうか？」とたずねましたところ、彼らは

「この事業は百貨店と病院の建替えを主眼としているから、両者を除外したのでは、再開発をする意味がない」

と答えました。ここに、西口北地区再開発の本音が秘められています。 

1,220億円にも達する総事業費は、国並びに市からの負担金交付金だけで賄えるわけではありません。再開発

地区に建物を所有しておられた方々も、新しく取得される建物の評価額から、権利変換される現在の固定資産評

価額に近い金額をマイナスした金額は、各所有者が支払わなければなりません（戸建て住宅にお住まいの方々が

反対しておられるのも、このためです）。それらを全部足しても、1,220億円には遠く及びません。そこで地区内

にマンションを建設して、その販売金額で総事業費との差額を埋めなければなりません。本事業で、45階建て

の高層マンションを3棟も建てなければならないというのは、百貨店と病院の建替えで事業費が大きく膨らんで

いることを物語るものです。 

マンションの販売価格は、販売時期の経済状況によって大きく変わります。今はアベノミクスと東京オリンピ

ックで景気がいいですが、マンションの販売時期は最短でも今から10年先だと言われています。そのころ、今

のような好景気が続いている保障ありません。もし、その頃、景気が後退して予定価格でマンションの販売がで

きないということにでもなると、開発事業者が撤退することにもなるでしょう。そうなると本事業はハード局面

に達するまでに幕を閉じるわけですが、それまでに柏市も開発事業者も準備作業のため少なからぬ出費をするこ

とになります。加えて、この長期間、地区内の戸建て住宅にお住まいの方々は不安な日々を送られることになり

ます。 

私は、柏駅周辺に、このような巨額投資をしても経済に乗数効果が生れる時代は終わったと思います。東口の

Ｄａｙ Ｏｎｅタワーの１階と2階には、併せて貸し出し店舗3店分が、タワーがオープンしてから1年が経過

した今も、未だに空いたままです。アベノミクスと東京オリンピックで景気がいい今でもそうです。西口北地区

の活性化を目論んでも、読み通りに行く保証はありません。そもそも、この再開発の大義名分は、木造密集地区

の防災対策であったわけです。であるなら、それにふさわしいメニューがあります。それは不燃化事業というも

ので、狭隘道路の拡幅、行止まり道路の解消、老朽建物の不燃化建替えへの補助金支給によって、地区内の不燃

率を70％にまでもって行こうとするものです。不燃率が70％に達すると、少なくとも類焼はなくなります。 
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柏駅周辺には、昭和48年から平成の初めまで、千葉県北西部で「一人勝ち」とでも言ってよいような栄光の

時代がありました。しかし、今では千葉県北西部の各地に大型店舗ができました。柏市内でも、4か所にモール

ができました。柏市政はいつまでも、嘗ての繁栄を取り戻すことに固執することは止め、今の身の丈にあった行

政をすべきです。          （平成29年4月4日記） 

◎ 住宅地の空洞化を防ぐために三世代住宅を促進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

高度成長期に柏市内に開発分譲された住宅地で、高齢者だけの住宅が大半を占め、空き家も目立つようになり

ました。これらの住宅地では若者の姿をあまり見なくなりました。一方で、市内各地の空き地に雨後の筍のよう

に、建売住宅とアパートが建っています。これらの新しい住宅に住まれるのは若い世代の方々です。これらの方々

が、柏市内の親元を離れて移ってこられた方か、或いは、市外から移って来られた方なのか、調査が行われてい

ませんが、つくばエクスプレス沿線を除く柏市の人口は横ばいですから、市外からの流入に相当する分だけ、柏

市内の住宅地で育った若者が市外に転出していると思われます。 

親の世代は満員電車に揺られて都内に通勤したのに、その二世たちが何故、都内に住居を求め、柏を去ってゆ

くか、柏市政に突き付けられた深刻な課題です。どうも、今の若者は親の世代と違って、「庭付きのマイホーム」

よりも、通勤時間の短縮を求めているようです。若い世代の価値観を急には変えることはできませんので、子育

てで、並びに学校教育で、自然に接しながら生活することの醍醐味を子供たちに体験させてゆく必要があるでし

ょう。しかし、この成果が出て若者の流出が先細りするまでには、かなり長い時間がかかります。 

短時間で若者の流出を先細りさせるためには、三世代同居生活の強みを知ってもらうことです。都内に移った

二世たちの一番深刻な問題は、子どもの保育園探しと、子どもの保育園への送り迎えと、病児預りです。三世代

住居に住んでおれば、「保育園落ちた。日本死ね」とまで言う必要はありません。保育園が見つかるまでは、親

に面倒を見てもらえばよいのです。園児の母親の帰宅が遅くなるときには、祖父母に迎えに行ってもらうことが

できます。子どもが保育園で急に熱を出したとき、祖父母が病児を迎えに行けることは母親に安心感を与えてく

れます。三世代同居生活のメリットを強調しつつ、三世代住宅への建替え、或いは改修に補助金を支給すること

を考えたいと思います。                            （平成29年4月4日） 

◎ 市役所内でも同一労働同一賃金へ近づけます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私は柏市議会議員になって26年になりますが、この間の柏市役所の一番大きな変化は何かと問われますと、

非常勤職員の大幅な増加だと答えざるを得ません。民間企業でも、正規職員を減らして、その分を派遣職員やパ

ート職員に代替してゆくことが行われてきましたが、それと同じことが役所でも行われました。 

全国の自治体でも、行政改革の一環として正規職員の新規採用を減らして職員定数を絞り込み、人件費を圧縮

してまいりました（地方財政法は市役所の臨時的任用職員の賃金を「物件費」としています。まさに人権問題で

す。埋め合わせの臨時的任用職員を大量採用しても彼らの人件費は「物件費」なので、役所の人件費が増えるこ

とにはなりません）。一方で、介護・福祉・子育て・子供の貧困問題で市役所の仕事量は増大しています。この

ギャップを埋め合わせているのは、臨時的任用職員の増加です。現在、柏市の臨時的任用職員は2,400名です。

一方、正規職員は2,600名ですから、正規職員と臨時的任用職員の比率は、52：48に達しています。ところが、

臨時的任用職員の賃金は時給890円（事務職）から1,200円（保育士、技術員）でボーナスもありません。この

ような状況は官製ワーキングプアとも言われています。労働契約法20条は、労働契約の期間の定めがあるかな

いかで、不合理に労働条件を相違させることを禁止していますが、役所には労働契約法20条の適用がありませ

んところから、両者の待遇格差の是正に市役所は一顧だにしていません（市の臨時的任用職員の労働契約は１年

未満ですが、任期満了後に一日間のブレイクをおいて、彼らは再雇用されています）。 

臨時的任用職員の方々は、補助的業務に従事しておられるということになっています。しかしながら、正規職

員の数がこれだけ減ってくると、非常勤職員の方々に正規職員と同等の仕事をしてもらわなければならない局面

が出てきました。そこで、国は平成14年に「地方公共団体の一般職の任期付き職員の採用に関する法律」を成

立させ、臨時的任用職員を、3年以内の任期付きではあるが、正規職員として任用する道を拓きました。柏市で



 
41 

は、現在、保育士21名の方が任期付き正規職員になっています。一方、全国の自治体では、地方公務員法17

条1項の抜け穴を利用して、優秀な人材を「非常勤一般職」として採用しています。「非常勤一般職」と言って

いますが、現実にはフルタイムで働いておられます。市民との協働、市民相談、子育ての部門で、正規職員と同

じ仕事をしてもらっています。現在、非常勤一般職の方は15名おられます。しかし、非常勤一般職の場合、日

給と通勤費などの費用弁償のみです。 

安部内閣は、同一労働同一賃金を「働き方改革」の一つの大きな柱に掲げていますが、お膝元の役所でこのよ

うな正規・非正規の格差が残されていたのでは、民間に対し示しがつかないということで、平成29年5月、地

方自治法、地方公務員法を改正し、「会計年度任用職員」という制度を創設しました。これは、平成32年度には、

全国の自治体で実行に移されます。会計年度任用職員の主な内容は、「法令上の任用根拠が多岐にわたっている

非正規雇用職員を一本化する、彼らにも給与・ボーナスなどの諸手当の給付を可能にする、安易な雇止めや処遇

の引き下げはしない」などとなっています。会計年度任用職員については、賛否両論がありますが、私はこれを、

同一労働同一賃金を目指す安倍内閣の決意と見ます。会計年度任用職員の創設を、正規職員と非正規雇用職員の

待遇格差の是正につなげて行かなければなりません。 

どのような形で格差是正が行われるのか、現時点では見えませんが、会計年度任用職員も職能給にして、勤務

評定を適用し、彼らの仕事の内容に応じた賃金にしてゆくべきでしょう。その結果、人件費（地方財政法の差別

的な区分は廃止し、役所で働く人に支払う金は全て人件費としなければならない）が増加する事態になりますが、

正規職員のベースアップは控えめにする必要があるでしょう。毎回、人事院勧告に上乗せをして市職員のベース

アップをする悪しき習慣は直ちに止めるべきです。  

なお、会計年度任用職員は、フルタイムとパートタイムに大別されます。フルタイムには、生活給としての給

与と扶養手当や退職手当などの諸手当が支払われますが、パートタイムは、現在の非常勤職員と同じく、時間給

と費用弁償しか出ません。会計年度任用職員が、自由意思でフルタイム或いはパートタイムを選ぶのでなければ

なりません。役所の都合で、パートタイムを選ぶことが強制されることのないように、監視して行きたいと思い

ます。                             （平成29年6月22日記） 

◎ 柏市客引き行為等禁止条例による取り締まりを拡充して柏市を安全な都市（まち）にします・・・・・ 

平成29年6月21日、柏市議会で、柏市客引き行為等禁止条例が可決成立し、メディアで大きく報道されまし

た。この条例は、市当局が指定する公共の場で、居酒屋、カラオケ、キャバクラ、風俗店等への客引き、客待ち、

勧誘行為等を禁止するもので、違反行為を行う者に対して指導を行い、指導に従わない者に対しては警告を行い、

警告にも従わない者に対しては5万円以下の過料を科すことができるとの内容になっています。柏市は、柏駅周

辺63ヘクタールを客引き行為等の禁止区域に指定しました。 

「これまで客引き行為を禁止する法規がなかったのか？」というと、そうではありません。風営法（風俗営業

等の規制及び業務の適正化に関する法律）と、千葉県迷惑防止条例がありました。ところが、風営法や県迷惑防

止条例に基づいて警察が規制に動くということは一度もありませんでした。その理由ですが、同法、同条例とも

悪質な行為を規制する内容となっていますので、警察は「柏駅周辺は、そこまでの深刻な事態に至っていない」

と判断していたのでしょう。しかしながら、柏駅周辺での客引き行為は年々過激になってゆき、柏駅周辺を中心

とする18商店街などでつくる協議会は、度合いの強弱を問わず、客引き行為等を規制してほしいと柏市に強く

要請し、このたび客引き行為等を一切禁止する条例が成立しました。 

本条例には、風営法や県迷惑防止条例と規制対象がダブル部分があります。市議会での審議では「このダブリ

をなくして、市条例では過激度の低い客引き行為のみを禁止すればよい」という意見もありましたが、私は、こ

のダブリは柏駅周辺の治安対策に警察を引き込むためにはどうしても必要なものであると、強く主張しました。

その理由は、柏駅東口ダブルデッキ上で、客引き行為以上に危険な「AV（アダルトビデオ）女優のスカウト行

為」が行われているからです。風俗店の客引きによる被害は、せいぜい数万円のボッタクリで済みますが、AV

映画に出演した女性は一生、性風俗の世界から抜け出せないことになります。この度成立した柏市客引き行為等

禁止条例で、AV女優のスカウト行為も取り締りたいと私は考えました。これは、商店街の要望事項ではありま
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せんでしたし、柏市にも現在その意思はありませんが、私は柏市客引き行為等禁止条例の取り締まりを拡充して、

AV女優のスカウト行為も取り締りたいと思います（AV女優のスカウト行為を禁止し、柏市が過料を科すには

条例の改正が必要ですが、客引き行為等の取り締りを行う中で、そのような行為を行っている者に、「何をして

いるのか？」との質問をすることは可能で、それは彼等に対し大きなプレッシャーになります）。 

今、全国の若者が集まる街でAV女優のスカウト行為が横行し、その被害が看過できないものとなってきまし

た。菅義偉・官房長官は、今年3月、政府を挙げてAV女優スカウトの取締りに取り組むことを表明し、全国の

警察本部にAV映画スカウト取締り専門官を置くことになりました。柏駅周辺も若者が集まるまちとして広く知

られていますから、 AV映画の制作会社が若い女性をターゲットにAV女優のスカウトを行っています。 

千葉県迷惑防止条例 第3条2項は、「何人も、女子に対し、公共の場又は公共の乗物において、女子を著し

く羞恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない」と規定しています。同県条例

13条1項は「……第3条2項……に違反した者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定

しています。スカウト行為が常習として行われた場合には、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するこ

とができます。問題は、如何にして警察を現場に来させるかです。市当局は、客引き行為等の取り締まりの過程

で、AV女優スカウト行為をする者に対しても、「警察に通報しますよ」と言った警告を発することができます。

その結果、多少のいざこざが発生するでしょう。 極端な言い方をするようですが、そこまでしないと警察が動

いてくれないという現実があるからです（菅義偉・官房長官の大号令がありましたので、そのような事態に至る

までに警察が動いてくれることを期待しますが）。 

柏市は、一部の柏駅前商店主と組んで、柏駅周辺の賑わいを回復するために「柏駅周辺を東の渋谷にする」政

策を進めてきました。渋谷はAV女優スカウトが最も盛んな地区ですから、柏駅周辺もそのようなまちになった

のです。私は16年前から、その種の危険性を指摘してきましたが、東の渋谷化を進めてきた人から「柏駅周辺

の若者は、まじめな芸術家だ。彼らを不良扱いするのはやめろ」という厳しい反論を受けました。勿論、まじめ

な芸術家もおられたでしょうが、若者の街という触れ込みに引き寄せられて集まって来る若者を食いものにする

組織の侵入を阻止することはできませんでした。柏市客引き行為等禁止条例の制定によって、柏駅周辺のまちづ

くりの方向性が大きく変わることになりますが、風紀と安全を危うくしてまでの賑わいの創出は二度とすべきで

はないと思います。 

こんなことを言うと、「お前には商店主の苦しみが分からないのか！」と叱られそうですが、若者の街・柏に

引き寄せられた若者は、柏駅周辺の商業の売り上げにはさほど貢献もしてくれませんでした。かえって、柏駅周

辺を、ファーストフード店と全国チェーンの格安居酒屋の商店街にしてしまいました。富裕層が、嘗てのように

柏駅周辺で食事をしてみたいと思うような街、嘗て子どもにねだられて家族連れで食事と買い物に出かけたよう

な街に、柏駅周辺が生まれ変わることを私は願っています。そのためにも、柏駅周辺の治安の回復は急務です。                                    

（平成29年6月22日記） 

◎ 大青田の美しい森を「恋人の森」（婚活の森）として保全しよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 平成29年4月、大青田の森を拠点に里山保全活動などに取り組んでいるＮＰＯ法人「ちば里山トラスト」が、

第11回みどりの式典で、緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰を受けられました。大青田の森はコナラ・クヌ

ギなどのブナ科広葉樹が中心の自然林で、新緑の5月から6月に訪れると木洩れ陽光が幻想的な雰囲気を醸し出

してくれます。ここを通るたびに、「大青田の森は柏市内で最も美しく保全された山森だなあ」と思います。「ち

ば里山トラスト」の皆様の13年に及ぶ保全活動の賜物です。 

「ちば里山トラスト」が地権者から委託を受けて保全に取り組まれて来られたのは、23 ヘクタールにも及ぶ

大青田の山森のうちの5ヘクタールですが、残りの18ヘクタールも、下草が刈ってはいないものの、手つかず

の自然林が残されています。ここを訪れる人たちは、この美しい山林をこのままの姿で残してゆきたいと、誰し

も思うところですが、大青田の森の保全ために、残念ながら、いささかなりとも法の網がかけられていません。

大青田の森が柏市の最北端にあり、開発の波が及んでいないという幸運で緑が守られているに過ぎません。 

柏市の山森で、都市計画上「特別緑地保全地区」に指定されているところが4か所ありますが、いずれも大青
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田の森ほど広くはありません。特別緑地保全地区に指定されると開発が規制されるために、特別緑地保全地区指

定には全ての土地所有者の了解が必要です。大青田の森は23ヘクタールという広大な広さですから地権者も多

数おられまして、特別緑地保全地区に指定することが困難だと市当局は言います。しかし、開発の波が大青田の

森に及ぶ前に、万難を排して特別緑地保全地区に指定しておく必要があります。実際、開発の波が及ぼうとして

いるのです。 

平成１8 年から平成 23 年にかけて、大青田の森と大青田の集落の間の土地（ほとんどが耕作放棄地）30 ヘク

タールに区画整理へ向けた動きがありました。柏市公設市場をここへ移転させるための区画整理でした。この動

きは、福島第一原発事故による放射能汚染で流れました（「◎ 市場移転中止損害賠償裁判での敗北を教訓として、

コンプライアンスの構築を」をご覧ください）。ところが、流れたはずの区画整理が、平成28年4月に復活して

きました。今度は、公設市場の移転を前提にしたものではありません。おそらく物流センターを中心とした工業

団地化でしょう。 

 大青田の森の隣接地で30ヘクタールの区画整理が完成すると、国道16号線から高規格道路ができるでしょう

から、大青田の森の地権者の中には、自分の土地を開発してほしいという動きをされる方も出て来られるでしょ

う。現状では、大青田の森は一体としての自然林が保全されています。その一部でも虫食い的に開発されるよう

になれば、自然林の景観の美しさが失われます。 

 では、いかにして大青田の森を特別緑地保全地区に指定してゆくべきでしょうか。現状では、この森林の美し

さがあまり知られていません。柏市の最北端にあり、訪れる方が少ないからです。では、いかにして、多くの市

民の皆様に大青田の森にお出でいただいて、森を活用してもらえばよいのでしょうか。私は、柏市が主催して、

婚活行事を大青田の森で行うのがよいと思います。前述した通り、大青田の森はコナラ・クヌギなどのブナ科広

葉樹が中心の自然林で、新緑の5月から6月に訪れると木洩れ陽光が幻想的な雰囲気を醸し出しています。この

森で、市主催の婚活バーベキューパーティーで出会った男女が、一組ずつになって大青田の森を散歩してみれば、

結婚にゴールインするカップルがたくさん出てくるのではないでしょうか。アメリカでは、男女一組が古いリン

ゴの木の下で腰を下ろすと、その気が全然なくても次第に恋におちるということが言われています。デューク・

エリントンの有名な歌「古いリンゴの木の下で」は、そのことを歌ったものです。大青田の森に住むキューピッ

トの力で、若いカップルが次々と誕生することは、今後高齢化が急速に進む柏にとって、何とほほ笑ましことで

しょうか。大青田の森を「婚活の森」と呼び変えてはどうかと思ったのですが、響きが安っぽいので「恋人の森」

と呼ぶのがよいでしょう。                          （平成29年6月22日記） 

◎ 子どもの貧困対策は「子ども食堂」から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1991年に堺屋太一氏が、日本の一人当たりの富の高さと、しかもその富が平準化していることを理由に「天

国に一番近い国」と評した日本は、あれから四半世紀を経て、ＯＥＣＤ加盟国の間でも、賃金格差が最も大きな

国のグループに属し、一人親家庭の子どもの相対的貧困率では最も貧しい国になってしまいました。今日、子ど

もの貧困問題がメディアで取り上げられない日はありません。政府も子どもの貧困問題を深刻にとらえていまし

て、矢継ぎ早に様々な施策を打ち出し、それらを全国の自治体を通して実行に移しています。 

柏市は政府からの指示を受けて、平成29年3月に「柏市子どもの貧困対策推進計画」を発表しましたが、そ

れは政府が策定し、基礎自治体が施行している貧困対策の諸施策を取りまとめたものに、柏市の子育て施策と教

育施策を上乗せしたものでした。柏市の子育て施策と教育施策はほとんど子どもの貧困対策と関係ないものだっ

たので、議会からは「柏市は子どもの貧困対策として独自のものを何もしていない」との批判を受けました。市

当局は、「子どもの健康と学力向上は長い目で見ると、貧困の連鎖の解決につながる」と抗弁しました。市当局

の抗弁は、子どもの貧困問題は貧困の連鎖の問題であるとした点で当を得ていますが、現在進行形の子どもの貧

困問題に対する施策としては的外れなものでした。 

市当局が言うように子どもの貧困問題は親の貧困問題です。だから、子どもの貧困対策を考える前に、親の貧

困問題の実体を検証してみる必要があるでしょう。日本の貧困家庭の多くは一人親家庭で、そのほとんどは子育

て中のシングルマザーの家庭です。何故シングルマザーの所得が低いかと言うと、彼女らは非正規雇用だからで
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す。日本の正規雇用と非正規雇用の所得格差はＧ7で最大です。政府も「働き方改革」で、正規雇用と非正規雇

用の待遇格差の是正を最重点課題としていますが、正規雇用と非正規雇用の格差は一向に是正されてゆきません。

日本の労働組合が企業別組合で、しかも正規雇用社員しか加入できないとなっているところが多く、労働組合が

非正規社員に階級的連帯意識をもたないからだと言われています。結局、非正規雇用のシングルマザーたちは、

彼女らの苦境を相談する場所を職場にもちません。この現実が彼女らの孤立感を深めています。 

市は、政府の各種補助金メニューを受けて、一人親家庭に対する手厚い施策をもっています。一人親になった

原因が離婚ではなく、病気或いは事故であった場合には、実に手厚い遺児等養育手当があります。しかし、シン

グルマザーになった原因が、離婚か死別かで支援策に差を設けていることは、離婚でシングルマザーになった女

性の孤立感をさらに深めることになるでしょう。遺児等養育手当を立案した政府当局者は、離婚の場合にはシン

グルマザーは元夫から子どもの養育費を得ることができると考えていたのでしょう。ところが実際には、離婚の

際に約束された養育費が払い続けられているのは、20％程度だと言われています。これについては、元夫が悪い

ことは論を待ちませんが、元夫たちの話を聞くと、元妻が子どもと元夫の面接を拒否していることが、子どもの

養育費支払い停止の原因になっているようです。ハーグ条約で禁止されている「離婚した夫婦の一方の親が子ど

もを独り占めにする行為」が、日本ではまかり通っています。欧米では、裁判所が離婚後も共同親権を与えるケ

ースが多く、元夫婦は子どもの将来のために嫌々でも協議をしています。ところが日本では、裁判所が必ず母親

に単独親権を与えますので、母親が子どもを独り占めにする結果となります。この点では、日本の女性は理性的

になる必要があるでしょう。嫌々でも元夫と子どもの幸せのために協議することが、子どものためのみならず、

自分にも経済的な安定を約束してくれることになります。 

日本の一人親家庭の子どもの相対的貧困率がＯＥＣＤ加盟国の間で最も高いという好ましからざる現実は、以

上のような日本独特の事情（労働組合の非正規社員に対する冷たさ、離婚後、元夫婦の関係が完全に解消されて

しまうこと）の産物であるとは言えますが、この状況は柏市ではいかんともし難いですから、シングルマザーの

社会的ないしは精神的孤立に風穴を開けて、彼女らのためにいかにして公的支援（実際にはかなり充実している

が、役所の相談窓口に来るシングルマザーが少ない）への道を拓いてゆくかが大きな課題です。シングルマザー

の方々からは、なかなか「ヘルプが欲しい」との声を上げづらいと言われています。世間から、「あのうちは、

貧困家庭だと思われたくない」という気持ちもあるようです。「声を上げても、誰も自分たちのことを気にかけ

てはくれないだろう」という不信感と孤立感がそうさせているのかも知れません。この孤立感は、子どもを通じ

て風穴を空けて行くのがよいと思います。 

家庭の貧困は、子どもの栄養状態や服装などに顕著に現れてきます。それに対応するのは教員の仕事かもしれ

ませんが、教員の多忙が今、深刻な社会問題になっていることが示すように、教員がそれに機動的に対応するこ

とは困難でしょう。教員に代わって、露見した子どもの貧困に対応するのがスクールソーシャルワーカーですが、

現状ではスクールソーシャルワーカーは市内の学習相談室に３名しかいません。スクールソーシャルワーカーを

増員して、学校を巡回させ、子どもの貧困の兆候、それは多くの場合、栄養状態に現れるでしょうから、栄養不

良状態の児童を発見した場合、親に連絡を取るだけでなく、親子を後述する「子ども食堂」に案内して、温かい

食事を与え、彼らと心の会話を始めてみる必要があるでしょう。 

今、柏市内だけでなく、全国各地で「子ども食堂」が誕生しています。豊かな時代に青少年時代を過ごした方々

には信じ難いことでしょうが、今日家庭で満足な食事をとっていない子どもが少なくないのです。子ども食堂は、

ボランティアの人たちが、農家の方々や商店から食材を提供していただき、或いは自分たちで購入して調理し、

空腹を抱えている子どもたちや、ときには、その母親たちに無償ないしは廉価で食事を提供しておられます。貧

困家庭の方々と心を通わせる場所としては、子ども食堂以上のところはありません。 

柏市内の子ども食堂のほとんどは、週１回ベースで近隣センターの調理室で運営されています。子ども食堂を

運営しておられるボランティアの人たちが、今柏市にお願いしておられるのは、子ども食堂を公的行事に準じて、

公共施設予約システムの例外として、抽選を経なくても予約できるようにしてほしいということです。例えば、

毎週土曜日に子ども食堂を開設すると案内していても、抽選に外れると、子ども食堂を楽しみにしている子ども

たちをガッカリさせることになるからです。近隣センターの使用料も、公的行事に準じて無料にしてほしいとい
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う要望も出ています。もう一つ、ボランティアの人たちが柏市にお願いしておられるのは、鍋釜などの調理用具

を、毎回持ち込まなくても、近隣センターの調理室に置かせておいてほしいということです。いずれの要望も柏

市は拒否しています。しかし、子ども食堂こそ、家庭の貧困問題、それはシングルマザーの精神的孤立の問題で

もあるのですが、その心のバリヤーに風穴を空ける最も有効な道なのです。是非とも、子ども食堂を公的行事に

準ずるものとして、近隣センターの使用について優遇措置を与えてしかるべきです。 （平成29年6月22日記） 

 

 住民自治をめぐる市長と議会の関わり方について  

議会が重視されてこそ成熟社会・官僚支配も克服 

 国と地方の統治形態の大きな違いは、前者が議院内閣制をとるのに対し、地方は首長と議会の二元代表制をと

っていることです。二元代表制の意味するところは、首長も議会も有権者の代表であり、その地位は対等であ

るべきだということです。ところが、日本人には合議機関である議会を行政機関よりも劣位に見る傾向が顕著

にあります。市民の無意識な発言の中に、日本人のそのような性向を発見して、自分が議員であることを悲し

く思った経験を何度か致しました。一番悲しく思ったのは、柏市の市制施行記念行事でした。柏市は、10年ご

とに市制施行記念行事をしていますが、その行事のフィナーレで、市長、副市長など市の三役がステージに並

んで、市民に謝辞と抱負を述べます。そこには市議会議長の姿がないのです！私は、これは異常な姿だと思い

ますが、市民の誰からも、「市議会議長が立たないのは、おかしいのでは？」との疑問が寄せられないのです。 

 日本人の議会に対する偏見は単純なところから来ています。議会は追及型の討論する場ですから、外部の者

に猥雑な印象を与えます。議員は選挙を控えているので、自分の名前を売り込まなければなりません。市長も

同じく選挙を控えているとはいえ、市長はあらゆる刊行物に名前が印刷されますので、自分の名前を売り込む

必要がありません。万事に潔癖さを求める傾向の強い日本人は、年中自己PRばかりしていて猥雑な印象を与え

る議会議員より首長や行政機関を信頼します。 

この国では、制度的にも、議会が行政執行の責任を問われることがないようになっています。市職員の不祥

事、学校でのいじめ自殺があっても、議長がマスコミの前で謝罪の言葉を述べるという姿がこの国ではありま

せん。この国では、制度も国民感情も、議員の役割を狭く、責任も軽くしているのですが、その反面として、

議員が権威をもてないようになっています。私は、ここに日本における官僚支配の根源があると思います。私

は、日本における官僚支配の克服は、議会の権威と信頼を再構築することなくして達成できないと考えます。

具体的には、西欧社会のように議会が行政執行の責任も担うようになってこそ、日本も成熟社会入りすること

ができると私は考えます。 

西欧社会では、行政執行に問題が起こると、議会の幹部が責任を追及されます。制度設計をするのが議会の

役割なのですから、その制度の下で行われた行政執行に議会が責任を問われるのは、当たり前のことです。日

本で、市民が議員に行政執行の責任を問わないというのは、市民が「制度設計をするのは行政であって、議会

ではない」と考えていることを示しています。地方自治のこのような日本型変容は、日本人の文化感覚から来

るだけではなく、実は、地方自治法の欠陥からも来ています。地方自治法が議員の役割を狭く、責任を軽くし

ています。地方自治法施行60年の歴史の中で、市民の皆様も地方自治法が規定している制度が、世界標準の地

方自治だと誤解されてしまったのです。市民だけではなく、一部の議員も、議員の役割が狭く責任が軽くなっ

ている制度に満足して胡坐をかいています。私の26年に及ぶ議員生活は、実に、地方自治に対する誤解、議員

に対する偏見との戦いの連続でした。 

 

市民の皆様に、議会が自治体の行政執行責任の半分を担う重要な存在であることを認めていただきたいとい

うのが、私の長年の夢でした。しかしながら、私の願いはかなうことなく、最近に到っては議会の活性化を考

えることなく、議会をバイパスして市長と市民の直接対話により市政の方向付けをしてゆくことが新しい市民
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自治の姿であるというような認識が、一部の有権者と議員の間に生まれてきました。そのような自治の姿を夢

見る首長も各地に出てきまして、そのような内容の自治基本条例が各地で制定されつつあります。このような

動きを私は憂慮しています。 

日本の地方自治は二元代表制をとっています。首長も議員も市民によって選挙で選ばれます。両者には、地

方自治法が認める権力が賦与されますので、公職選挙に不正があってはなりません。そこで、不正行為には公

職選挙法が刑罰を適用します。自治基本条例で定められる住民投票には、公選法が適用されません。住民投票

には、選挙運動の公正さを担保する刑罰の適用がないわけです。それ故、議会基本条例で設けられる住民投票

を公職選挙ほどの公正な選挙とみなすわけには行きません。もし有権者が行政の個別の政策について強い疑念

をもたれる場合には、地方自治法にリコール、条例制定請求などの直接請求制度が設けられているわけですか

ら、それの活用を試みるべきであると考えます。直接請求制度での住民投票には、公選法が適用されます。先

ずは、地方自治法の既存の諸制度をフルに活用して、地方自治の活性化を試みるべきでしょう。とりわけ、議

員選挙で選良（議員）を選ぶという行為がいかに重要なものであるかと言うことを、有権者は再認識する必要

があるでしょう。 

地方自治の活性化は議会の活性化から 

地方自治の活性化は議会の活性化を通じて達成すべきです。この観点から見ると、今の地方自治法は必要十

分な内容になっていません。例えば、自治体の政策を規定するものに、条例と予算、そして各種の計画があり

ますが、地方自治法の規定により、条例と予算と総合計画の基本構想は議会で可決成立される必要があるもの

の、総合計画の基本計画を筆頭に、各行政分野の計画は全て議会の議決に掛けられる必要はありません。しか

し、実際にはこれらの計画が予算編成の指針となっています。故に、地方自治法が総合計画の基本計画すら議

会の議決にかけないとしていないことは、地方自治法の一つの大きな欠陥です。船橋市では条例により、総合

計画の基本計画の議決を議会の権限として、この欠陥を補正しています。柏市も是非、そうすべきであると考

えます。 

条例、予算いずれも市長部局で議案が作られ議会にかけられるわけですが、柏市議会では、いずれも原案ど

おりに可決されるのが慣行になっています。政策が議案の形になると、議会の一部にこれに対して強い異論が

あっても、これを修正することがほとんど不可能であるのが柏市議会の姿です。条例については議会にも提出

権と修正権、予算については議会に修正権がありますが、これが行使されることはきわめて稀です。 

議会が市政の基本方針に実際的に影響力を行使できるのは、議案の審議というよりも、むしろ本会議場での

一般質問です。一般質問で繰り返し主張された事項が市長提出の議案に反映することは、稀ではありますが、

あります。このように議会が市の政策に影響力を及ぼすのは間接的であって、議員は虚しさを感ずるところで

す。 

議場での論戦の姿は国会でも地方議会でも外見的にはよく似ています。しかし、政策決定過程は、国と地方

は全然違います。国の場合、議院内閣制を採っていることからして、法案或は予算案の骨子をつくり上げる段

階で政府と与党との政策協議が行われます。このような政策協議の場は地方自治には全くありません。地方議

会では与党であっても、議案になった段階でなければ市長の方針に接することはありません。その意味では日

本の地方自治は与党野党を全く平等に扱っていると言えます。 

しかしながら、地方自治のこの慣行が議会を不活性にしていることも事実です。政治家は自分の意見が行政

の基本方針に反映されることにやりがいを見出すものですが、地方議員にはこの場が事実上ないからです。繰

り返しになりますが、「地方自治の活性化は議会の活性化を通して」というのが私の基本信条です。従って市の

基本方針を策定する段階で執行部と議会の政策協議を行い、議員も「自分の主張が政策に反映した」という感

動を味わうべきだと思いますが、議院内閣制をとる国会のように、これを与党との間だけで行ってよいものか

今のところ迷っています。 

自治基本条例は議会基本条例とともに 
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先に述べた自治基本条例についての私の考えを補足します。先述のとおり、市長と市民の直接対話或は住民

投票による市政運営というような内容の自治基本条例には私は反対です。しかし、市政運営に当って、市長も

議会もそして市民団体も尊重すべき理念を明らかにする意味での自治基本条例であれば賛成です。 

自治基本条例もめざすところは自治体の住民自治の向上というところにあると思いますが、住民自治の向上

は議会の活性化を通じておこなうべきであるというのが私の信条です。故に自治基本条例は議会基本条例と整

合性をとりながら同時採択すべきものと考えています。即ち自治基本条例の策定に向けた動きは、議会の側で

議会基本条例制定の動きが出てくるのを待ってから始めればよいと考えます。    （平成21年9月9日記） 


