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学んでも考えなければ

7 回目あすうら

あすうら」ってご

選挙

 
あなたはどの

利民
利益のため

学んでも考えなければ

パワーエリートによる

政治の信用失墜

政にも無関心

ゆがんだ

らとの考

への不安鬱積

あすうらトークイベント

 

ってご存知ですか

選挙に関して

あなたはどの市民ですか

市民
社会的責任

休民
無関心

 

学んでも考えなければ ものごとは

パワーエリートによる

信用失墜もここまで

無関心・無批判

ゆがんだ政治に対して

考えで市民が

不安鬱積を吹き

トークイベント

ですか？ 市民団体登録

して 

ですか 

休民
無関心

市町村の議会政治は正常に機能しているか。形骸化の度合いは。

通らない市民の請願（普通の常識が通用しない）

� 行政による

� →担保されていないならば、問題解決の切り札は何か。

� 地域に密着した

� 市民による積極的な行政

● 市議会は行政のチェック機能を損ない、行政の追認機関

では無いはずだが、形骸化の感がある。

● 二元代表制度を補う政治的市民組織の必要性がある。

それが市民委員会の創設。
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ものごとは はっきりしない

パワーエリートによる、もりかけ

もここまで来

批判でよいものでしょうか

して、より

が動かねばならないのではないでしょうか

き飛ばす市民自治社会

会の

トークイベント                  

市民団体登録

 

市町村の議会政治は正常に機能しているか。形骸化の度合いは。

通らない市民の請願（普通の常識が通用しない）

行政による税金の運用に公正さが担保されているのか。

担保されていないならば、問題解決の切り札は何か。

地域に密着した横断

市民による積極的な行政

市議会は行政のチェック機能を損ない、行政の追認機関

では無いはずだが、形骸化の感がある。

二元代表制度を補う政治的市民組織の必要性がある。

それが市民委員会の創設。

モニーホール
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   「 った

： の

   「

� 私たちは浦安に住まわれている人たちの良識が

政治に届くよう、

考え集う、イデオロギーを超えた（不偏不党）

民主的な集まりです。

� 選挙の時の発作的な大騒ぎや、誰も適当な候補

者がいないとか、

主義の放棄を無くしたいと考えています

� 政治に関して冷めた見方でいる限り、福祉の享

受の為の市民責任放棄でしょう。社会の担い手

である市民の自発的な行動が必要です。未来へ

の責任のために共に考えてみましょう。あすう

ら」の活動に是非参加してみて下さい。

はっきりしない

もりかけ疑惑・

来たかとの観

でよいものでしょうか

より前向きで自発的

かねばならないのではないでしょうか

市民自治社会

 それは

                  

 

市民団体登録「明日の浦安

市町村の議会政治は正常に機能しているか。形骸化の度合いは。

通らない市民の請願（普通の常識が通用しない）

金の運用に公正さが担保されているのか。

担保されていないならば、問題解決の切り札は何か。

横断的な浦安市民委員

市民による積極的な行政関与

市議会は行政のチェック機能を損ない、行政の追認機関

では無いはずだが、形骸化の感がある。

二元代表制度を補う政治的市民組織の必要性がある。

それが市民委員会の創設。

ール 201８

から

った20 を

の2030 口

数 に

私たちは浦安に住まわれている人たちの良識が

政治に届くよう、自発的な行動をベースに共に

考え集う、イデオロギーを超えた（不偏不党）

民主的な集まりです。

選挙の時の発作的な大騒ぎや、誰も適当な候補

者がいないとか、投票率が３０％台といった民主

主義の放棄を無くしたいと考えています

政治に関して冷めた見方でいる限り、福祉の享

受の為の市民責任放棄でしょう。社会の担い手

である市民の自発的な行動が必要です。未来へ

の責任のために共に考えてみましょう。あすう

ら」の活動に是非参加してみて下さい。

はっきりしない 考えても学ばなけれ

・情報隠蔽改

観を否めない

でよいものでしょうか。 

自発的な市民

かねばならないのではないでしょうか

市民自治社会のあり方議論

それは 来

                  

浦安を考える

市町村の議会政治は正常に機能しているか。形骸化の度合いは。

通らない市民の請願（普通の常識が通用しない）

金の運用に公正さが担保されているのか。

担保されていないならば、問題解決の切り札は何か。

浦安市民委員

関与が、いま求められて

市議会は行政のチェック機能を損ない、行政の追認機関

では無いはずだが、形骸化の感がある。

二元代表制度を補う政治的市民組織の必要性がある。

それが市民委員会の創設。  
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の

口

に えた

私たちは浦安に住まわれている人たちの良識が

自発的な行動をベースに共に

考え集う、イデオロギーを超えた（不偏不党）

民主的な集まりです。 

選挙の時の発作的な大騒ぎや、誰も適当な候補

投票率が３０％台といった民主

主義の放棄を無くしたいと考えています

政治に関して冷めた見方でいる限り、福祉の享

受の為の市民責任放棄でしょう。社会の担い手

である市民の自発的な行動が必要です。未来へ

の責任のために共に考えてみましょう。あすう

ら」の活動に是非参加してみて下さい。

考えても学ばなければ

情報隠蔽改ざん・セクハラ

めない昨今ですが

市民の責任を

かねばならないのではないでしょうか

方議論が求められています

来への

                  

える会」です

市町村の議会政治は正常に機能しているか。形骸化の度合いは。

通らない市民の請願（普通の常識が通用しない） 

金の運用に公正さが担保されているのか。

担保されていないならば、問題解決の切り札は何か。

浦安市民委員会の創設

が、いま求められて

市議会は行政のチェック機能を損ない、行政の追認機関

では無いはずだが、形骸化の感がある。 

二元代表制度を補う政治的市民組織の必要性がある。
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で り戻す

口 ほか 

の

私たちは浦安に住まわれている人たちの良識が

自発的な行動をベースに共に

考え集う、イデオロギーを超えた（不偏不党）

選挙の時の発作的な大騒ぎや、誰も適当な候補

投票率が３０％台といった民主

主義の放棄を無くしたいと考えています。 

政治に関して冷めた見方でいる限り、福祉の享

受の為の市民責任放棄でしょう。社会の担い手

である市民の自発的な行動が必要です。未来へ

の責任のために共に考えてみましょう。あすう

ら」の活動に是非参加してみて下さい。 

ば 独断におちいって

セクハラ・不適切

ですが、悲憤慷慨

を考えたとき

かねばならないのではないでしょうか。社会の

められています
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市町村の議会政治は正常に機能しているか。形骸化の度合いは。

金の運用に公正さが担保されているのか。 

担保されていないならば、問題解決の切り札は何か。 

の創設ではないか。

が、いま求められています。 

市議会は行政のチェック機能を損ない、行政の追認機関

二元代表制度を補う政治的市民組織の必要性がある。 

16:30 

  

す」 

   

」 

私たちは浦安に住まわれている人たちの良識が

自発的な行動をベースに共に

考え集う、イデオロギーを超えた（不偏不党）

選挙の時の発作的な大騒ぎや、誰も適当な候補

投票率が３０％台といった民主

政治に関して冷めた見方でいる限り、福祉の享

受の為の市民責任放棄でしょう。社会の担い手

である市民の自発的な行動が必要です。未来へ

の責任のために共に考えてみましょう。あすう

ら」の活動に是非参加してみて下さい。 

独断におちいって 危険である

発行 

・不適切な忖度

悲憤慷慨に終始

えたとき、改革

の行き詰まりと

められています。 
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市町村の議会政治は正常に機能しているか。形骸化の度合いは。 

ではないか。 
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請願第

請願第

請願第

請願第

 
地方議員報酬が世界標準となれば、市民寄り政

治の回復と、

果は絶大。地方自治法の早期改正が望まれる

★趣旨採択

合の決定方法のこと。乱用してはならない、

★請願

その職務に

★陳情

法人や、法人格を持たないＰＴＡなどの

請願/

の思いのギャップはなぜ広がるのだろう。特権意識？あるいは、自信の無さの現れ。

て報酬増を望むのか。

●日本

世界

▽市議会

▽サラリーマンでも

▽傍聴者

▽議員処遇

●議会

費削減

請願第 1 号 政務活動費の領収書公開に関する請願

請願第 2 号 議員の調査・視察時の報告書提出の義務化と公開

（6 名は賛成のため、趣旨採択に反対）

請願第 3 号 請願（陳情）者にその内容について陳述の機会を与える請願

6 名賛成

請願第 4 号 常任委員会及びその他の委員会の動画中継に関する請願

（4 名は賛成のため、趣旨採択に反対）

地方議員報酬が世界標準となれば、市民寄り政

治の回復と、GDP のかさ上げに心理的・物的効

果は絶大。地方自治法の早期改正が望まれる

（これらの議決は地方自治の基本である住民

趣旨採択とは、請願は妥当であるが確信が持てない、かといって、不採択とすることもできない場

合の決定方法のこと。乱用してはならない、

★請願は憲法等に保障された「請願

その職務に関する事柄について文書で希望を申し述べるもので、議員の紹介が必要です。

陳情（要望）は、どなたでも提出することができます。個人でも未成年や外

法人や、法人格を持たないＰＴＡなどの

/陳情という呼び名からして、主客が転倒しているように思う必要もあろう。議会と市民

の思いのギャップはなぜ広がるのだろう。特権意識？あるいは、自信の無さの現れ。

報酬増を望むのか。

日本の地方議会議員

世界の常識では

市議会は平日

サラリーマンでも

傍聴者は誰でも

議員処遇はパート

議会の土日・夜間開催

費削減＋議員同士

政務活動費の領収書公開に関する請願

議員の調査・視察時の報告書提出の義務化と公開

名は賛成のため、趣旨採択に反対）

請願（陳情）者にその内容について陳述の機会を与える請願

名賛成 

常任委員会及びその他の委員会の動画中継に関する請願

名は賛成のため、趣旨採択に反対）

地方議員報酬が世界標準となれば、市民寄り政

のかさ上げに心理的・物的効

果は絶大。地方自治法の早期改正が望まれる

2017

（これらの議決は地方自治の基本である住民

とは、請願は妥当であるが確信が持てない、かといって、不採択とすることもできない場

合の決定方法のこと。乱用してはならない、

は憲法等に保障された「請願

する事柄について文書で希望を申し述べるもので、議員の紹介が必要です。

（要望）は、どなたでも提出することができます。個人でも未成年や外

法人や、法人格を持たないＰＴＡなどの

陳情という呼び名からして、主客が転倒しているように思う必要もあろう。議会と市民

の思いのギャップはなぜ広がるのだろう。特権意識？あるいは、自信の無さの現れ。

報酬増を望むのか。それでは社会

地方議会議員 1 人あたりの

では米国をはじめ

平日の夜に開かれる

サラリーマンでも議員になれる

でも発言できる

はパート並みと

夜間開催を取

議員同士の議論の

政務活動費の領収書公開に関する請願

議員の調査・視察時の報告書提出の義務化と公開

名は賛成のため、趣旨採択に反対）

請願（陳情）者にその内容について陳述の機会を与える請願

常任委員会及びその他の委員会の動画中継に関する請願

名は賛成のため、趣旨採択に反対）

 

地方議員報酬が世界標準となれば、市民寄り政

のかさ上げに心理的・物的効

果は絶大。地方自治法の早期改正が望まれる。 

3 13

（これらの議決は地方自治の基本である住民

とは、請願は妥当であるが確信が持てない、かといって、不採択とすることもできない場

合の決定方法のこと。乱用してはならない、

は憲法等に保障された「請願権」の趣旨に

する事柄について文書で希望を申し述べるもので、議員の紹介が必要です。

（要望）は、どなたでも提出することができます。個人でも未成年や外

法人や、法人格を持たないＰＴＡなどの

陳情という呼び名からして、主客が転倒しているように思う必要もあろう。議会と市民

の思いのギャップはなぜ広がるのだろう。特権意識？あるいは、自信の無さの現れ。

それでは社会にとっては

あたりの年間平均

をはじめ、 
かれる。 
になれる。 

できる。 
みと安い。 
取り入れれば

の活発化が期待

 

政務活動費の領収書公開に関する請願

議員の調査・視察時の報告書提出の義務化と公開

名は賛成のため、趣旨採択に反対） 

請願（陳情）者にその内容について陳述の機会を与える請願

常任委員会及びその他の委員会の動画中継に関する請願

名は賛成のため、趣旨採択に反対） 

 

 会 決

（これらの議決は地方自治の基本である住民

とは、請願は妥当であるが確信が持てない、かといって、不採択とすることもできない場

合の決定方法のこと。乱用してはならない、安易で曖昧

」の趣旨に従

する事柄について文書で希望を申し述べるもので、議員の紹介が必要です。

（要望）は、どなたでも提出することができます。個人でも未成年や外

法人や、法人格を持たないＰＴＡなどの団体でも提出することができます

陳情という呼び名からして、主客が転倒しているように思う必要もあろう。議会と市民

の思いのギャップはなぜ広がるのだろう。特権意識？あるいは、自信の無さの現れ。

にとっては不幸

年間平均報酬は

 

れれば、就職議員排除

期待できます

政務活動費の領収書公開に関する請願 採択 ○ これは

議員の調査・視察時の報告書提出の義務化と公開に関する請願

 

請願（陳情）者にその内容について陳述の機会を与える請願

常任委員会及びその他の委員会の動画中継に関する請願

 

決での 

（これらの議決は地方自治の基本である住民

とは、請願は妥当であるが確信が持てない、かといって、不採択とすることもできない場

安易で曖昧な方法。 

従い、国または地方公共

する事柄について文書で希望を申し述べるもので、議員の紹介が必要です。

（要望）は、どなたでも提出することができます。個人でも未成年や外

体でも提出することができます

陳情という呼び名からして、主客が転倒しているように思う必要もあろう。議会と市民

の思いのギャップはなぜ広がるのだろう。特権意識？あるいは、自信の無さの現れ。

不幸であり続ける

は世界比較

就職議員排除／有能

できます。 

これは２１人全員賛成

に関する請願

請願（陳情）者にその内容について陳述の機会を与える請願   

常任委員会及びその他の委員会の動画中継に関する請願   趣旨採択

択結果

（これらの議決は地方自治の基本である住民主権に反していないか

とは、請願は妥当であるが確信が持てない、かといって、不採択とすることもできない場

 

または地方公共

する事柄について文書で希望を申し述べるもので、議員の紹介が必要です。

（要望）は、どなたでも提出することができます。個人でも未成年や外

体でも提出することができます

陳情という呼び名からして、主客が転倒しているように思う必要もあろう。議会と市民

の思いのギャップはなぜ広がるのだろう。特権意識？あるいは、自信の無さの現れ。

続ける。 

世界比較で見ると凡

有能な兼職議員

人全員賛成 

に関する請願 趣旨採択（実質不採択）

   不採択✕           

趣旨採択(実質不採択

結果から 

反していないか

とは、請願は妥当であるが確信が持てない、かといって、不採択とすることもできない場

または地方公共団体の機関

する事柄について文書で希望を申し述べるもので、議員の紹介が必要です。

（要望）は、どなたでも提出することができます。個人でも未成年や外国人はもちろん、

体でも提出することができます。 

陳情という呼び名からして、主客が転倒しているように思う必要もあろう。議会と市民

の思いのギャップはなぜ広がるのだろう。特権意識？あるいは、自信の無さの現れ。

凡そ 10 倍。 

兼職議員の増加によって

趣旨採択（実質不採択）

           

実質不採択)  

 

 

反していないか） 

とは、請願は妥当であるが確信が持てない、かといって、不採択とすることもできない場

関に対して、

する事柄について文書で希望を申し述べるもので、議員の紹介が必要です。 

人はもちろん、

陳情という呼び名からして、主客が転倒しているように思う必要もあろう。議会と市民

の思いのギャップはなぜ広がるのだろう。特権意識？あるいは、自信の無さの現れ。それでい

 

によって → 歳
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趣旨採択（実質不採択） 

           

  

 

て、

人はもちろん、

それでい

歳



 

 

お上依存で、市民が政治を行政に任せきりでいる限

り、

は否決されるか、取り入れられないことが恒常化しま

す。

議会が高額な就労目的である限り、市民目線は構造的

に反映されない仕組み（政官業のもたれ合い）が存在

するからです。

お上依存で、市民が政治を行政に任せきりでいる限

り、↑赤線の流れ

は否決されるか、取り入れられないことが恒常化しま

す。 
議会が高額な就労目的である限り、市民目線は構造的

に反映されない仕組み（政官業のもたれ合い）が存在

するからです。

市議会で何

お上依存で、市民が政治を行政に任せきりでいる限

↑赤線の流れはスムーズだが、

は否決されるか、取り入れられないことが恒常化しま

議会が高額な就労目的である限り、市民目線は構造的

に反映されない仕組み（政官業のもたれ合い）が存在

するからです。 

何が起きているのか

お上依存で、市民が政治を行政に任せきりでいる限

はスムーズだが、黒線

は否決されるか、取り入れられないことが恒常化しま

議会が高額な就労目的である限り、市民目線は構造的

に反映されない仕組み（政官業のもたれ合い）が存在

きているのか、

お上依存で、市民が政治を行政に任せきりでいる限

黒線（市民の要望）

は否決されるか、取り入れられないことが恒常化しま

議会が高額な就労目的である限り、市民目線は構造的

に反映されない仕組み（政官業のもたれ合い）が存在

、理解しているでしょうか 

 

 
▶膨張の

い議会

▶先見性

政のチェック

す。年間に最大でも

来るでしょうか。

▶議会では

という

▶市民は

も知ろうとはし

せんね

お上依存で、市民が政治を行政に任せきりでいる限

（市民の要望）

は否決されるか、取り入れられないことが恒常化しま

議会が高額な就労目的である限り、市民目線は構造的

に反映されない仕組み（政官業のもたれ合い）が存在

しているでしょうか

の一途を辿る

議会など、様々な

先見性・倫理性の

のチェック機能

年間に最大でも

来るでしょうか。 

では質問は許

という、議論無しの

は議員の名前

ろうとはしてい

せんね。 

選挙民

議員選出

市民委員会の必要性

しているでしょうか。 

る予算、高落札

な問題を抱えています

の無い税金の消費

機能を担うべきことが

年間に最大でも 24日間の本会議

 

許されても、意見

しの儀式化が通例

名前も顔も、議場

ていません。それで

白紙委任で
はない

民意との乖離選挙民

市民委員会の必要性

高落札の入札放置

えています。

消費に終始し

うべきことが忘れられていま

本会議で充分な議論が出

意見を言ってはならない

通例です。 

議場で何が起きているのか

それで良いわけはありま

議会

民意との乖離

市民委員会の必要性 

入札放置、討論しな

。 
し、議会が行

れられていま

で充分な議論が出

ってはならない

きているのか

いわけはありま
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75歳以上の人口の伸びは関東や近畿など大都市圏とその郊外で大きい。特に南関東は市区
町村の７割で、75歳以上人口が10年に比べて25年には５割以上増える。
浦安市は抽出データのように、人口は頭打ちのなか、働ける世代が恒常的に減り続け、なかで
も７５歳以上の人口の伸びは、他の自治体をはるかに凌ぎ、45年には３．１倍の全国1位に達す
る。高齢化に向かう都市と財政のあり方に、市民自身が今から深く関与しなければならない。

超高齢化人口減少の波は待ったなし！

生産年齢人口

高齢化一番の浦安
国立社会保障・人口問題研究所

非生産年齢人口

総数 167,950

０～１４ 23,168

１５～６４ 116,431

６５～ 28,351

(７５～) 11,606

2018 3月現在

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 15/45比

総数 161509 164024 167146 168450 168218 167472 166314 164488 1.0

0～14歳 26746 23343 21195 20003 19870 19751 19832 19601 0.8

15～64歳 115194 114679 116848 117705 114778 110161 105396 102873 0.9

65歳以上 19569 26002 29103 30742 33570 37560 41086 42014 1.6

65～74歳 12359 16260 16192 13858 15339 19185 21347 19490 1.2

75歳以上 7210 9742 12911 16884 18231 18375 19739 22524 3.1
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浦安市の人口推計 人口問題研究所 2018.3.30
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●平成元年からのわずか 26 年の間に老齢年

金受給者が 23 倍（図の数値は単純積算のた

め、実数としては凡そ半分）にも膨れあがっ

ている現実を直視し、税金の使い方を透明

化・合理化すべきです。 

●政治への興味関心が薄い方にとっても、自

分自身の地域から税の使い道に関心を持た

ないと、年金の切り下げ・年金の掛け金の増

加により、将来の生活設計にも大きな影響が

出てくるのです。少子化対策・教育無償化も

大切ですが、無駄な税金使用を止めていくこ

とも大事です。 

●社会のパラダイムが大きく変容している時代であればこそ、「ねんねんころり」から「ぴんぴんころり」へ、

時代に沿った仕組みを変えていくことが大事です。75 歳後期高齢者から最低でも 80 歳への定義の見直しが必

須でしょう。これは年金の支給年齢のみならず、国民健保への負担増を押さえていく有効な施策です。また働

く意欲・能力のある人には、60 歳定年は少なくとも 70 歳への変更を法制化することも必要でしょう。 
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• ５兆円の財源は年金給付水準の抜本見直しで５-１０兆円も出てくることに目を瞑るべきではない。 

   

■古くよき時代には、大家族制度が存在しました。個人主義・核家族化の進展と共に、老後の人生

を家族で支え合うしくみは無くなり、高齢者は老後を、社会保障の枠内での他人に、国に頼らざる

を得ない現実があります。現在では、ごく限られた地方で3 世代4世代の家族が肩を寄せ合い生活

を営む文化が残っているだけです。人々は地方から大都市圏に移動し、地方との格差も広がって

きています。その結果として、大都市圏の人はどれだけ幸福度を達成できているでしょうか。 

■老人をいたわる美徳も消え、電車・バスで老

人に席を譲る慣習もこの２０年の間に完全に消

え失せています。社会の風潮として、こどもに

対する過保護感覚の蔓延も影響しているでしょ

う。こどもが、成人が老人に席を譲る風景を見

ることがありません。周囲の人もそれを当然と思

ってか、全く気にしていません。 

■結果、社会保障をお金で、施設で解決する

のが当然となり、社会保障のコストが肥大化す

ることに繋がっています。 

また、一部かも知れませんが、全国の社会福

祉法人をはじめ、学校法人・地元有力企業等が行政と結託して不当な土地取得・文化施設の建設

や補助金受給を受けるということから、大企業並みの内部留保・財政状態を維持しています。その

一方、施設での老人虐待・職員へのパワハラなども横行する事態も多発しています。 

■問題は国の地方の財政がそれに耐えられるかということです。少しでも、不要不急の財政支出を

抑制し、不正な支出を抑えていくことによる財源の確保を図る必要があります。そのために市民に

出来ることは、足もとの地域における経済のみならず、財政の現状を見つめ直すことが大切と思い

ます。 
 

団塊の世代が全て75歳以上となる。

このときの社会の支え役40-50代は就職氷河期の世代であり、１５００
万人の労働者中３００万人がワーキングプアである。

2017年版の「過労死等防止対策白書」では、過労死自殺の年代別
で、男性では40代、女性では29歳以下が最も多かった。

低い負担で高い福祉を受ける現受給者世代は、給付の切り下げは必須。健
康維持のためにも、社会に対する奉仕活動での独り立ちが必要となる。

消費税の目的外転用で１％５兆円を子育てに回すという弥縫策は理解を得
られるか。その前にやるべきこと（身を切る改革）をやらないと。

５兆円の財源は年金給付水準の抜本見直しで５-１０兆円も出てくることに
目を瞑るべきではない。

2025 年何が起きるか 
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昨年８月の朝日新聞からは、 
 

年金や医療、介護などに使われた

２０１５年度の社会保障給付費は、

１１４兆８５９６億円で過去最高を更

新。高額薬の増加で医療費の伸び

が目立ち、前年度より２兆６９２４億

円（２・４％）増えた。（国立社会保

障・人口問題研究所の 8/1 公表デ

ータ） 

 

社会保障給付費は税金や社会保険料が財源で、サービス利用時の自己負担額は含まない。 

国民１人当たりに換算すると９０万３７００円で、前年度より２万２２００円増えた。 

総額の国内総生産（ＧＤＰ）比は２１・５８％。ＧＤＰが伸びたため、３年連続で下がった。 

伸び率が大きかったのは医療費で、３・８％増えた。１２～１４年度の伸びは２％前後で、Ｃ型肝炎薬

のソバルディやハーボニーといった高額薬の登場が背景にあるとみられている。 

介護費の伸び率は過去最低の２・３％で、高齢人口の増加率２・６％を下回った。９年ぶりのマイナス

となった１５年度の介護報酬改定が影響した。 

社会保障給付費に施設整備費なども加えた「社会支出」を分野別に対ＧＤＰ比でみると、子育てに

使う「家族」向けは１・３１％。主要国の１３年度の統計と比べると米国の０・６９％より高いが、英国の

３・７９％、フランスの２・９２％を大幅に下回る水準だった。 

OECD 諸国と対 GDP 比の差は、消費税負担の差と見られる。 
 

すべての国民が公的な医療保険に加入している現在

の国民皆保険について、医師の半数が「維持できな

い」と考えていることが昨年 6/29 日、日本経済新聞社

などが実施したアンケート調査で分かりました。高齢化

や医療技術の進歩で治療費が高額になっていること

に、医療現場で働く医師の多くが強い危機感を抱えて

います。そして医療の効率化の必要性を挙げる医師も

目立ってきています。  

調査は日本の医師数の３分の１に当たる約 10 万人が

登録する医師向け情報サイトを運営するメドピアの協

力を得て６月中旬にインターネットを通じて実施された

もの。（全国 1030 人の医師から回答） 

日本の医師数は勤務医が約 19 万人、開業医が約 10

万人です。（回答者は勤務医 81％、開業医 19％） 

国民医療費は 1990 年度に 20 兆円を超え、2015 年度

は概算で 41.5 兆円。政府の推計では 25 年度には 54

兆円に達する見込みだとのこと。 

増え続ける医  

会 給付費 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 浦安の将来推計人口浦安の将来推計人口

財政力指数

ータ。指数が

基準財政収入額

財政力指数

交付団体）

浦安市の財政力指数

こ税など）

万円、１人当

区と芦屋市

減していきます

に向かうことは

のように始

よく言われる財政力指数＃１ですが、平成

10 年前あった１．６３が現在は１．５２となっています。

浦安の将来推計人口   

財政力指数とは簡単に
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財政力指数

にいうと、税金

いほど行政に注ぎ

基準財政需要額

える自治体には

浦安市は東日本大震災
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たりの納入額

２３万円強。
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少子高齢化が加速
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。 
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財政力指数

税金など市の
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財政力指数ナンバー

の歳入を行政的需要

資金の余裕が大

して得た数値の
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市民税（法人
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しかし、これからは

過去のトレンドを

明らかなのです

よく言われる財政力指数＃１ですが、平成15年以

年前あった１．６３が現在は１．５２となっています。

 

ナンバー1の行方

行政的需要で割

大きい。（地方交付税法

の過去３年間

の支出はゼロ

けながらもこれを

法人・個人）、

３９８億円）

２３区の港、

これからは高齢化

のトレンドを見れば、

らかなのです。25 年を
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まで子育
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年以来、ナンバ
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の行方
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地方交付税法の

年間の平均値）
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）、固定資産税

）。納入額は
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子育て時期の各年齢区分

転入者を上回っています

、江東区、市川市

転出しています

合計特殊出生率

にあることに加
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浦安市の将来人口推計

16.0 万人、2060
すると見込まれています

終了しつつあり

きな増加は見込
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ったもので、市の体力

の規定により
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いわゆる自立した

している。 

固定資産税、軽自動車税

は世帯あたりで
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半世紀で財政力指
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しています。 
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将来人口推計では、
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あたりで約５０

などの１０

の影響で激

財政力指が１．０
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歳から  49 歳
では、転出者

転出先は、江

船橋市の周辺自

周辺自治体より低い

今後高齢化の進展

生産年齢人口が激減

、2040 年に

 13.6 万人ま

まれています。大規模開

これまでのような人

めません。 

は一度も無いのです。

 7 

すデ

した

不

たば

５０

１０

激

０

下図

各年齢

転出超過

歳

転出者

江

周辺自

い

進展

が激減

に

ま

大規模開

人



 

 

市街地液状化対策や音楽ホール決定過程では

� 
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� 

 
 
 
 
 

市政の大きな決定事項で、市民は役割責任を放棄していないか
（例:市街地液状化対策、音楽ホール等の財政支出など）

7

一例として、武蔵野市は

• ゴミ焼却場設置の是非に関して

市民委員会が

• 大きな役割を果たした

一貫して

市民参加型ガバナンスとは

• 市民自身が積極的に関わり

コンセンサス会議

• 徹底した議論で結論を導き出し、
政は事務局役に徹する。（行政は議
事録も含め広報役を担う

市街地液状化対策や音楽ホール決定過程では

弁天地区の工事は

ことは事実上

います。 

舞浜 3 丁目については、

の既実施の道路工事にかかった費用の総額は

総額 230 億円ものプロジェクトは机上の空論でした。そもそも、出発点の

実的であり、いみじくも前市長が出発点で漏らした「絵に描いた餅」

中壁工法以外の工法はやらない」発言は、矛盾を抱えたものだったと言えます。他市が採用した通常の工

法に比べ、格子状地中

を阻むという点や採算性の点で住民メリットはなかった

なぜ、行政はかくも無駄なことをまことしやかに行うのでしょうか。行政の

まらず、これだけの時間と人

が根本的に欠けているからでしょう。

昨年 4 月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安市が

費を市が支払う契約となっています。

市の事業収入は年間

20 億円を市が負担

って、こんなことが

以上のいずれの場合も、市民の参加がなく行政執行者、ＴＯＰへの忖度で

ク機能が働き

り方に一石を投じる手法として、市民の目線が反映されること

故に公正さと経済性を担保できるのです。

市政の大きな決定事項で、市民は役割責任を放棄していないか
市街地液状化対策、音楽ホール等の財政支出など）

一例として、武蔵野市は

ゴミ焼却場設置の是非に関して

市民委員会が

大きな役割を果たした

一貫して一般市民が主導・公表

市民参加型ガバナンスとは

市民自身が積極的に関わり

コンセンサス会議

徹底した議論で結論を導き出し、
政は事務局役に徹する。（行政は議
事録も含め広報役を担う

市街地液状化対策や音楽ホール決定過程では

弁天地区の工事は 12

事実上できません。公園をつぶして準備プラントを設置したこの間の費用は、

丁目については、

の既実施の道路工事にかかった費用の総額は

億円ものプロジェクトは机上の空論でした。そもそも、出発点の

実的であり、いみじくも前市長が出発点で漏らした「絵に描いた餅」

中壁工法以外の工法はやらない」発言は、矛盾を抱えたものだったと言えます。他市が採用した通常の工

法に比べ、格子状地中

を阻むという点や採算性の点で住民メリットはなかった

なぜ、行政はかくも無駄なことをまことしやかに行うのでしょうか。行政の

まらず、これだけの時間と人

が根本的に欠けているからでしょう。

月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安市が

費を市が支払う契約となっています。

市の事業収入は年間 2800

億円を市が負担（建物内４階～７階の音楽ホール内の内装等工事）

って、こんなことが簡単に

以上のいずれの場合も、市民の参加がなく行政執行者、ＴＯＰへの忖度で

ク機能が働き難くなっている

り方に一石を投じる手法として、市民の目線が反映されること

故に公正さと経済性を担保できるのです。

市政の大きな決定事項で、市民は役割責任を放棄していないか
市街地液状化対策、音楽ホール等の財政支出など）

一例として、武蔵野市は

ゴミ焼却場設置の是非に関して

市民委員会が

大きな役割を果たした

一般市民が主導・公表

市民参加型ガバナンスとは

市民自身が積極的に関わり

コンセンサス会議 市民が主導

徹底した議論で結論を導き出し、
政は事務局役に徹する。（行政は議
事録も含め広報役を担う)

市街地液状化対策や音楽ホール決定過程では

12 名による不同意通知書の受領という重みもあり、現実的に考えてこれ以上進めていく

できません。公園をつぶして準備プラントを設置したこの間の費用は、

丁目については、今年 3 月

の既実施の道路工事にかかった費用の総額は

億円ものプロジェクトは机上の空論でした。そもそも、出発点の

実的であり、いみじくも前市長が出発点で漏らした「絵に描いた餅」

中壁工法以外の工法はやらない」発言は、矛盾を抱えたものだったと言えます。他市が採用した通常の工

法に比べ、格子状地中壁工法は大手建設会社にとっての企業メリットがあっても住民側・地域企業の参入

を阻むという点や採算性の点で住民メリットはなかった

なぜ、行政はかくも無駄なことをまことしやかに行うのでしょうか。行政の

まらず、これだけの時間と人・物の浪費を繰り返すのでしょうか。税金は使うものであって、効果の測定概念

が根本的に欠けているからでしょう。

月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安市が

費を市が支払う契約となっています。

2800 万円にしか過ぎませんから丸々赤字です。また、

（建物内４階～７階の音楽ホール内の内装等工事）

簡単にあって良いのでしょうか。

以上のいずれの場合も、市民の参加がなく行政執行者、ＴＯＰへの忖度で

難くなっている 2 元代表制の落とし穴

り方に一石を投じる手法として、市民の目線が反映されること

故に公正さと経済性を担保できるのです。

市政の大きな決定事項で、市民は役割責任を放棄していないか
市街地液状化対策、音楽ホール等の財政支出など）

一例として、武蔵野市は

ゴミ焼却場設置の是非に関して

一般市民が主導・公表

市民参加型ガバナンスとは

市民自身が積極的に関わり

市民が主導

徹底した議論で結論を導き出し、行
政は事務局役に徹する。（行政は議

市街地液状化対策や音楽ホール決定過程では

名による不同意通知書の受領という重みもあり、現実的に考えてこれ以上進めていく

できません。公園をつぶして準備プラントを設置したこの間の費用は、

月 24 日に住民説明会で工事の続行を断念することになりました

の既実施の道路工事にかかった費用の総額は

億円ものプロジェクトは机上の空論でした。そもそも、出発点の

実的であり、いみじくも前市長が出発点で漏らした「絵に描いた餅」

中壁工法以外の工法はやらない」発言は、矛盾を抱えたものだったと言えます。他市が採用した通常の工

壁工法は大手建設会社にとっての企業メリットがあっても住民側・地域企業の参入

を阻むという点や採算性の点で住民メリットはなかった

なぜ、行政はかくも無駄なことをまことしやかに行うのでしょうか。行政の

物の浪費を繰り返すのでしょうか。税金は使うものであって、効果の測定概念

が根本的に欠けているからでしょう。 

月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安市が

費を市が支払う契約となっています。30 年間で

万円にしか過ぎませんから丸々赤字です。また、

（建物内４階～７階の音楽ホール内の内装等工事）

あって良いのでしょうか。

以上のいずれの場合も、市民の参加がなく行政執行者、ＴＯＰへの忖度で

元代表制の落とし穴

り方に一石を投じる手法として、市民の目線が反映されること

故に公正さと経済性を担保できるのです。 

市政の大きな決定事項で、市民は役割責任を放棄していないか
市街地液状化対策、音楽ホール等の財政支出など）

→

市街地液状化対策や音楽ホール決定過程では 

名による不同意通知書の受領という重みもあり、現実的に考えてこれ以上進めていく

できません。公園をつぶして準備プラントを設置したこの間の費用は、

日に住民説明会で工事の続行を断念することになりました

の既実施の道路工事にかかった費用の総額は 6 億 7 千万円になっています。一軒当たり巨額の

億円ものプロジェクトは机上の空論でした。そもそも、出発点の

実的であり、いみじくも前市長が出発点で漏らした「絵に描いた餅」

中壁工法以外の工法はやらない」発言は、矛盾を抱えたものだったと言えます。他市が採用した通常の工

壁工法は大手建設会社にとっての企業メリットがあっても住民側・地域企業の参入

を阻むという点や採算性の点で住民メリットはなかったのです。

なぜ、行政はかくも無駄なことをまことしやかに行うのでしょうか。行政の

物の浪費を繰り返すのでしょうか。税金は使うものであって、効果の測定概念

月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安市が

年間で 138 億円も支払う計算です。年間

万円にしか過ぎませんから丸々赤字です。また、

（建物内４階～７階の音楽ホール内の内装等工事）

あって良いのでしょうか。 

以上のいずれの場合も、市民の参加がなく行政執行者、ＴＯＰへの忖度で

元代表制の落とし穴なのです。市民委員会は新しい自治体組織のあ

り方に一石を投じる手法として、市民の目線が反映されること

 

市政の大きな決定事項で、市民は役割責任を放棄していないか
市街地液状化対策、音楽ホール等の財政支出など）

多くの行政執行で公平・公正さ
が担保されているか。市民は
議会に無批判過ぎないか？

• 批判的議論の意義が欠如していないか

• 道義的議論の意義が欠如していないか

• 同意透明化の意義が欠如していないか

一般市民は：市民パネルで独自議論

専門家は：専門家パネルでサポート

なぜ浦安に出来ないのか

名による不同意通知書の受領という重みもあり、現実的に考えてこれ以上進めていく

できません。公園をつぶして準備プラントを設置したこの間の費用は、

日に住民説明会で工事の続行を断念することになりました

千万円になっています。一軒当たり巨額の

億円ものプロジェクトは机上の空論でした。そもそも、出発点の

実的であり、いみじくも前市長が出発点で漏らした「絵に描いた餅」発言とその後の議会発言で「格子状地

中壁工法以外の工法はやらない」発言は、矛盾を抱えたものだったと言えます。他市が採用した通常の工

壁工法は大手建設会社にとっての企業メリットがあっても住民側・地域企業の参入

のです。 

なぜ、行政はかくも無駄なことをまことしやかに行うのでしょうか。行政の

物の浪費を繰り返すのでしょうか。税金は使うものであって、効果の測定概念

月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安市が 30 年間に亘り

億円も支払う計算です。年間

万円にしか過ぎませんから丸々赤字です。また、

（建物内４階～７階の音楽ホール内の内装等工事）

以上のいずれの場合も、市民の参加がなく行政執行者、ＴＯＰへの忖度で

なのです。市民委員会は新しい自治体組織のあ

り方に一石を投じる手法として、市民の目線が反映されることで、

市政の大きな決定事項で、市民は役割責任を放棄していないか
市街地液状化対策、音楽ホール等の財政支出など）

多くの行政執行で公平・公正さ
が担保されているか。市民は
議会に無批判過ぎないか？

批判的議論の意義が欠如していないか

道義的議論の意義が欠如していないか

同意透明化の意義が欠如していないか

一般市民は：市民パネルで独自議論

専門家は：専門家パネルでサポート

なぜ浦安に出来ないのか

名による不同意通知書の受領という重みもあり、現実的に考えてこれ以上進めていく

できません。公園をつぶして準備プラントを設置したこの間の費用は、

日に住民説明会で工事の続行を断念することになりました

千万円になっています。一軒当たり巨額の

億円ものプロジェクトは机上の空論でした。そもそも、出発点の 100％の住民合意というのが非現

発言とその後の議会発言で「格子状地

中壁工法以外の工法はやらない」発言は、矛盾を抱えたものだったと言えます。他市が採用した通常の工

壁工法は大手建設会社にとっての企業メリットがあっても住民側・地域企業の参入

なぜ、行政はかくも無駄なことをまことしやかに行うのでしょうか。行政の不作為を避けるためのポーズに止

物の浪費を繰り返すのでしょうか。税金は使うものであって、効果の測定概念

年間に亘り 1

億円も支払う計算です。年間

万円にしか過ぎませんから丸々赤字です。また、30

（建物内４階～７階の音楽ホール内の内装等工事）しています。議会で議決したからとい

以上のいずれの場合も、市民の参加がなく行政執行者、ＴＯＰへの忖度で議会が議会としてのチェッ

なのです。市民委員会は新しい自治体組織のあ

で、第三者としての判断が期待される

市政の大きな決定事項で、市民は役割責任を放棄していないか

多くの行政執行で公平・公正さ
が担保されているか。市民は
議会に無批判過ぎないか？

批判的議論の意義が欠如していないか

道義的議論の意義が欠如していないか

同意透明化の意義が欠如していないか

一般市民は：市民パネルで独自議論

専門家は：専門家パネルでサポート

なぜ浦安に出来ないのか

名による不同意通知書の受領という重みもあり、現実的に考えてこれ以上進めていく

できません。公園をつぶして準備プラントを設置したこの間の費用は、１億 2 千万円にも上って

日に住民説明会で工事の続行を断念することになりました

千万円になっています。一軒当たり巨額の

％の住民合意というのが非現

発言とその後の議会発言で「格子状地

中壁工法以外の工法はやらない」発言は、矛盾を抱えたものだったと言えます。他市が採用した通常の工

壁工法は大手建設会社にとっての企業メリットがあっても住民側・地域企業の参入

作為を避けるためのポーズに止

物の浪費を繰り返すのでしょうか。税金は使うものであって、効果の測定概念

1 日 127 万円もの賃貸

億円も支払う計算です。年間 4.6 億円もの大金です。

30 億円の建設費

しています。議会で議決したからとい

議会が議会としてのチェッ

なのです。市民委員会は新しい自治体組織のあ

第三者としての判断が期待される

多くの行政執行で公平・公正さ
が担保されているか。市民は
議会に無批判過ぎないか？

批判的議論の意義が欠如していないか

道義的議論の意義が欠如していないか

同意透明化の意義が欠如していないか

一般市民は：市民パネルで独自議論

専門家は：専門家パネルでサポート

なぜ浦安に出来ないのか

名による不同意通知書の受領という重みもあり、現実的に考えてこれ以上進めていく

千万円にも上って

日に住民説明会で工事の続行を断念することになりました。これまで

千万円になっています。一軒当たり巨額の 5850

％の住民合意というのが非現

発言とその後の議会発言で「格子状地

中壁工法以外の工法はやらない」発言は、矛盾を抱えたものだったと言えます。他市が採用した通常の工

壁工法は大手建設会社にとっての企業メリットがあっても住民側・地域企業の参入

作為を避けるためのポーズに止

物の浪費を繰り返すのでしょうか。税金は使うものであって、効果の測定概念

万円もの賃貸・

億円もの大金です。

億円の建設費ですが、他に

しています。議会で議決したからとい

議会が議会としてのチェッ

なのです。市民委員会は新しい自治体組織のあ

第三者としての判断が期待される
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名による不同意通知書の受領という重みもあり、現実的に考えてこれ以上進めていく

千万円にも上って

これまで

5850 万円、

％の住民合意というのが非現

発言とその後の議会発言で「格子状地

中壁工法以外の工法はやらない」発言は、矛盾を抱えたものだったと言えます。他市が採用した通常の工

壁工法は大手建設会社にとっての企業メリットがあっても住民側・地域企業の参入

作為を避けるためのポーズに止

物の浪費を繰り返すのでしょうか。税金は使うものであって、効果の測定概念

・運営

億円もの大金です。

ですが、他に

しています。議会で議決したからとい

議会が議会としてのチェッ

なのです。市民委員会は新しい自治体組織のあ

第三者としての判断が期待される



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
似たような名称に市民協議会がありますが、これは、

を取り込んだ行政主導のものです。

具体的に補助金として年間に

  

(環境関連

収、マイバック運動

(福祉関連

(青少年関連

(体育文化関連
  
浦安市民委員会は、

意見

る 2

試みです。

8 

議会の改

似たような名称に市民協議会がありますが、これは、

を取り込んだ行政主導のものです。

具体的に補助金として年間に

環境関連) 各地区での自治会その他の組織による花いっぱい運動、花壇の植え替え、清掃活動、ゴミ回

収、マイバック運動

福祉関連) 配食サービス、見守り

青少年関連) 

体育文化関連

浦安市民委員会は、

意見・知見が行政に反映されるように考えられた、市民による自発的な行政関与機関です。形骸化してい

2 元代表制を補完するものとして、民意と行政

試みです。 

で

を

委員決定時に

用されているが、郵送の場合は低くなる傾向が

あり、このため、地域

ての「明日の浦安」のような推薦

制度であっても良い。地域から自

動に参加している者は情報網も豊かであり、政

策決定に対

市民の自発
的行政関与

議会の改
革

似たような名称に市民協議会がありますが、これは、

を取り込んだ行政主導のものです。

具体的に補助金として年間に

各地区での自治会その他の組織による花いっぱい運動、花壇の植え替え、清掃活動、ゴミ回

収、マイバック運動 

配食サービス、見守り

 防犯パトロール、祭等の各種イベント、ソフトボール、キャンプ等

体育文化関連) スポーッカーニバル、文化祭等

浦安市民委員会は、地域社会（コミュニティー）

知見が行政に反映されるように考えられた、市民による自発的な行政関与機関です。形骸化してい

元代表制を補完するものとして、民意と行政

課 決

を する

委員決定時には公募による投票が一般的に採

用されているが、郵送の場合は低くなる傾向が

あり、このため、地域

ての「明日の浦安」のような推薦

制度であっても良い。地域から自

加している者は情報網も豊かであり、政

対する役割も大いに期待される。

市民自治
基本条例

市民の自発
的行政関与

似たような名称に市民協議会がありますが、これは、

を取り込んだ行政主導のものです。これらは以下のような形で既に実施されている事業です。
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このほか、

ある土地の扱いについても、今までの経緯をみて見ると、首をかしげる不適正な取引が専決処分

同様にされているのも問題でしょう

 

今年 4 月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安

市が 30 年間に亘る長期契約で、

運営費を市が支払う契約となっています。

� 30 年間

年間

� また、

で、内部の音楽ホールは、いわば、スケルトン状態

で、30

が負担（建物内４階～７階の音楽ホール内の内

装等工事）しています。

� 議会で議決したからといって、こんなことが

あって良いのでしょうか。

� ホールができた新浦安駅前の

土地（新浦安）はもともと浦安市の土地でした。この

土地と、民間が所有する東西線浦安駅前の

方メートルの土地（浦安）を、前

2014

 

↓1 戸あたり

このほか、30 億円に上る補助金制度の議論、自治基本条例の議論なども大切

ある土地の扱いについても、今までの経緯をみて見ると、首をかしげる不適正な取引が専決処分

されているのも問題でしょう

月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安

年間に亘る長期契約で、

運営費を市が支払う契約となっています。

年間の賃貸契約

年間 4.6 億円もの大金

また、ビルディング自体の建築費は民間業者負担

で、内部の音楽ホールは、いわば、スケルトン状態

30 億円の建設費ですが、他に

が負担（建物内４階～７階の音楽ホール内の内

装等工事）しています。

議会で議決したからといって、こんなことが

あって良いのでしょうか。

ホールができた新浦安駅前の

土地（新浦安）はもともと浦安市の土地でした。この

地と、民間が所有する東西線浦安駅前の

方メートルの土地（浦安）を、前

2014 年に等価交換

あたり 5850 万円

参考：

億円に上る補助金制度の議論、自治基本条例の議論なども大切

ある土地の扱いについても、今までの経緯をみて見ると、首をかしげる不適正な取引が専決処分

されているのも問題でしょう

月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安

年間に亘る長期契約で、1 日

運営費を市が支払う契約となっています。

の賃貸契約で 138 億円

億円もの大金です。

ビルディング自体の建築費は民間業者負担

で、内部の音楽ホールは、いわば、スケルトン状態

億円の建設費ですが、他に

が負担（建物内４階～７階の音楽ホール内の内

装等工事）しています。 

議会で議決したからといって、こんなことが

あって良いのでしょうか。 

ホールができた新浦安駅前の

土地（新浦安）はもともと浦安市の土地でした。この

地と、民間が所有する東西線浦安駅前の

方メートルの土地（浦安）を、前

年に等価交換しています。

万円という非常識な

参考：音楽ホール経費と土地の不等価交換

億円に上る補助金制度の議論、自治基本条例の議論なども大切

ある土地の扱いについても、今までの経緯をみて見ると、首をかしげる不適正な取引が専決処分

されているのも問題でしょう。 

月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安

日 127 万円もの賃貸・

運営費を市が支払う契約となっています。 

億円も支払う計算です。

です。 

ビルディング自体の建築費は民間業者負担

で、内部の音楽ホールは、いわば、スケルトン状態

億円の建設費ですが、他に 20

が負担（建物内４階～７階の音楽ホール内の内

議会で議決したからといって、こんなことが

ホールができた新浦安駅前の 2000 平方メートルの

土地（新浦安）はもともと浦安市の土地でした。この

地と、民間が所有する東西線浦安駅前の

方メートルの土地（浦安）を、前市長の専決処分で

しています。 

という非常識な国税

音楽ホール経費と土地の不等価交換

億円に上る補助金制度の議論、自治基本条例の議論なども大切

ある土地の扱いについても、今までの経緯をみて見ると、首をかしげる不適正な取引が専決処分

月に〈新浦安〉にオープンした音楽ホールは、浦安

万円もの賃貸・

も支払う計算です。

ビルディング自体の建築費は民間業者負担

で、内部の音楽ホールは、いわば、スケルトン状態

20 億円を市

が負担（建物内４階～７階の音楽ホール内の内

議会で議決したからといって、こんなことが簡単に

平方メートルの

土地（新浦安）はもともと浦安市の土地でした。この

地と、民間が所有する東西線浦安駅前の 838 平

市長の専決処分で

国税・市税による液

音楽ホール経費と土地の不等価交換

億円に上る補助金制度の議論、自治基本条例の議論なども大切

ある土地の扱いについても、今までの経緯をみて見ると、首をかしげる不適正な取引が専決処分

 

●市が依頼した不動産鑑定士の評価は、

が 6 億 6600

たが、相続税路線価と比較すると〈新浦安〉が

倍、〈浦安〉は

た。また、2010

定士に評価してもらったことがあるが、そのとき

価は 13 億円

したといっても、

浦安〉を安く見積もり、〈浦安〉を高く見積もることで

無理やり等価交換を成立させた事は明らかです。

●浦安市の税収に占める法人税の比率は

度。税収の半分近くを市民税が占めており、さらに

30％以上を固定資産税が占めています。つまり市

民の血税が不公正に使われている現状を誰が正す

のでしょうか。

による液状

音楽ホール経費と土地の不等価交換

億円に上る補助金制度の議論、自治基本条例の議論なども大切

ある土地の扱いについても、今までの経緯をみて見ると、首をかしげる不適正な取引が専決処分

●市が依頼した不動産鑑定士の評価は、

6600 万円で、〈浦安〉が

たが、相続税路線価と比較すると〈新浦安〉が

倍、〈浦安〉は1.5倍と不当に高く見積もられていまし

2010 年に同じ〈新浦安〉を別の不動産鑑

定士に評価してもらったことがあるが、そのとき

億円。いくら震災による液状化現象が影響

したといっても、4 年で半値に下がるだろうか？

浦安〉を安く見積もり、〈浦安〉を高く見積もることで

無理やり等価交換を成立させた事は明らかです。

●浦安市の税収に占める法人税の比率は

度。税収の半分近くを市民税が占めており、さらに

％以上を固定資産税が占めています。つまり市

民の血税が不公正に使われている現状を誰が正す

のでしょうか。 

状化対策プランを進めた結果。

音楽ホール経費と土地の不等価交換

億円に上る補助金制度の議論、自治基本条例の議論なども大切です。

ある土地の扱いについても、今までの経緯をみて見ると、首をかしげる不適正な取引が専決処分

●市が依頼した不動産鑑定士の評価は、

、〈浦安〉が 5

たが、相続税路線価と比較すると〈新浦安〉が

倍と不当に高く見積もられていまし

に同じ〈新浦安〉を別の不動産鑑

定士に評価してもらったことがあるが、そのとき

。いくら震災による液状化現象が影響

年で半値に下がるだろうか？

浦安〉を安く見積もり、〈浦安〉を高く見積もることで

無理やり等価交換を成立させた事は明らかです。

●浦安市の税収に占める法人税の比率は

度。税収の半分近くを市民税が占めており、さらに

％以上を固定資産税が占めています。つまり市

民の血税が不公正に使われている現状を誰が正す

策プランを進めた結果。

音楽ホール経費と土地の不等価交換 

です。市の財産で

ある土地の扱いについても、今までの経緯をみて見ると、首をかしげる不適正な取引が専決処分

●市が依頼した不動産鑑定士の評価は、〈新浦安〉

5 億 7000 万円でし

たが、相続税路線価と比較すると〈新浦安〉が

倍と不当に高く見積もられていまし

に同じ〈新浦安〉を別の不動産鑑

定士に評価してもらったことがあるが、そのとき

。いくら震災による液状化現象が影響

年で半値に下がるだろうか？

浦安〉を安く見積もり、〈浦安〉を高く見積もることで

無理やり等価交換を成立させた事は明らかです。

●浦安市の税収に占める法人税の比率は 12

度。税収の半分近くを市民税が占めており、さらに

％以上を固定資産税が占めています。つまり市

民の血税が不公正に使われている現状を誰が正す

策プランを進めた結果。 
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市の財産で

ある土地の扱いについても、今までの経緯をみて見ると、首をかしげる不適正な取引が専決処分

〈新浦安〉

万円でし

たが、相続税路線価と比較すると〈新浦安〉が 1.2

倍と不当に高く見積もられていまし

に同じ〈新浦安〉を別の不動産鑑

定士に評価してもらったことがあるが、そのときの評

。いくら震災による液状化現象が影響

年で半値に下がるだろうか？ 〈新

浦安〉を安く見積もり、〈浦安〉を高く見積もることで

無理やり等価交換を成立させた事は明らかです。 

12％程

度。税収の半分近くを市民税が占めており、さらに

％以上を固定資産税が占めています。つまり市

民の血税が不公正に使われている現状を誰が正す
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今すぐ、
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� 現実

う事から見れば、浦安市民委員

運用が可能であろうと思われる。これは市

市民委員

� もっとも、

始めても良い。名古屋市の地域委員

であっても、メ
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� 更に、このサポ

導する方法もある
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市民委員会参加希望者のための事前推薦

今すぐ、Web

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php

推薦枠登

実論としてみれば、人口の

う事から見れば、浦安市民委員

運用が可能であろうと思われる。これは市

市民委員会として機能し得るものと考えられる

もっとも、発足の初段階においては、構成メンバ

始めても良い。名古屋市の地域委員

であっても、メー

過去から行われてきた個別案

体の推薦枠も自

働の市政推進ということからいっても、運

役所）はそのサポ

更に、このサポ

導する方法もある

のために
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加希望者のための事前推薦

Web からご参

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php

登録をして自

論としてみれば、人口の

う事から見れば、浦安市民委員

運用が可能であろうと思われる。これは市

として機能し得るものと考えられる

足の初段階においては、構成メンバ

始めても良い。名古屋市の地域委員

ーリングリストなどを利用すれば、具体的な運用は何ら問題でも無い

過去から行われてきた個別案

自発性・専門知識の活

の市政推進ということからいっても、運

役所）はそのサポートに当

更に、このサポート組織として市民

導する方法もある。 

浦安市民委員会の具体的構成概念のために 

古

加希望者のための事前推薦

参加下さい。

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php

をして自発的な市民の役割を果たそう

論としてみれば、人口の 1% 1600

う事から見れば、浦安市民委員会の

運用が可能であろうと思われる。これは市

として機能し得るものと考えられる

足の初段階においては、構成メンバ

始めても良い。名古屋市の地域委員

リングリストなどを利用すれば、具体的な運用は何ら問題でも無い

過去から行われてきた個別案件・分野ごとの委員

門知識の活

の市政推進ということからいっても、運

当たるという、名古屋市方式が必須となろう

ト組織として市民団

浦安市民委員会の具体的構成概念 
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加下さい。

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php
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1600 人以内の人たちが社

の構成員数としては、更にその中の

運用が可能であろうと思われる。これは市内の丁目

として機能し得るものと考えられる。

足の初段階においては、構成メンバ

始めても良い。名古屋市の地域委員会 50 名の例から見ても人

リングリストなどを利用すれば、具体的な運用は何ら問題でも無い

分野ごとの委員

門知識の活用という観

の市政推進ということからいっても、運営は市民による自主運

たるという、名古屋市方式が必須となろう

団体としての「明日の浦安」などがコンセンサス

浦安市民委員会の具体的構成概念

登録システム。

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php

的な市民の役割を果たそう

の人たちが社

としては、更にその中の

の丁目数 135

。 

足の初段階においては、構成メンバー数は推薦

名の例から見ても人

リングリストなどを利用すれば、具体的な運用は何ら問題でも無い

分野ごとの委員会は、公募ベ

観点から大切です

は市民による自主運

たるという、名古屋市方式が必須となろう

体としての「明日の浦安」などがコンセンサス

浦安市民委員会の具体的構成概念

システム。 

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php 

的な市民の役割を果たそう。 

の人たちが社会のオピ

としては、更にその中の

135 ブロックに概

は推薦・公募で、およそ

名の例から見ても人数的に違和感は無く、

リングリストなどを利用すれば、具体的な運用は何ら問題でも無い

は、公募ベースが中心ですが、市民

点から大切です。 

は市民による自主運営を基本に、事務局（

たるという、名古屋市方式が必須となろう。 

体としての「明日の浦安」などがコンセンサス

浦安市民委員会の具体的構成概念

公

（

→ 口

考える

とかなり

が、

が

う。

参考

 

 

のオピニオンリー

としては、更にその中の 1/10 の 160

概ね匹敵することから、
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的に違和感は無く、

リングリストなどを利用すれば、具体的な運用は何ら問題でも無い

スが中心ですが、市民
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会
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、 としては
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的に違和感は無く、160 人

リングリストなどを利用すれば、具体的な運用は何ら問題でも無い。 

スが中心ですが、市民団
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体としての「明日の浦安」などがコンセンサス会議を主
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民主主義の価値観を共有する米国との

比較論で見ると違いは明らか。民族性、

国民性の特質を理解した上で、どのよう

にすれば、支持無し層は減るのか考えて

みる必要があります。平和呆けといわれ

ないためにも。 

政治不信ということで、ものごとを全て片付けるのでは、

自らの主体性の放棄です。市民の権利・義務の放棄とな

らないよう考えることが大切です。そのためには、日頃

から足もとの政治に何らかの形で関わり合っていく生き

方を身につけることではないでしょうか。また市民委員

会という受け皿があれば、自然に実質的な意味での、市

民による市民の為の政治関与が達成できるのです。 
 

市民委員会はその組織が存在するだけでも、市民が政治から疎外されていないという点で大きな意味があり、浦安

の投票率の大幅な改善につながるものと考えます。 

選挙の時だけのお祭り騒ぎで、その後は他人任せでは何の進展もないと考えられませんか。 
日頃から継続的で草の根的な意識・活動を喚起していくことが大切です。 
山田厚史氏の講演にありましたイタリアの五つ星運動などは、政治の良い意味でのポピュリズム（民

主化）が草の根の水平的広がり・市民の紐帯的進化として成功した例ではないでしょうか。 
 
政治を身近なものとして考え、議員の顔と実際の姿を理解し、選ぶべき人をみずからの地域代表と

して責任を持って送り出すことが大切です。投票率が 50％を超えて行くためには、社会人・学生・

主婦・主夫・勤労者・老人それぞれが市民としての権利・義務を含めた市民権への覚醒が必要です。

謳歌する自由と民主主義が本物であるためには市民が力をつけること、民力が必須なのです。それ

ぞれの市民が政治を足下の地域から考え行動する自発性がいま求められています。 
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2016年1月－2018年4月政党支持率推移

自民党
民進党
民主党
希望の党
立憲民主党
公明党
共産党
維新の党
日本維新の会
自由党
社民党
改革結集の会
日本のこころを
その他の政治団体
支持なし
わからない

しが TOP の  • いまだに しが  

• の くは なも

のを する 考なのか 

の の ： は 1％の たちに られている。 

 1％の 、厳 に見れば 99％は 。 数でいうと、 

 12０   １％ 

共  37  

公  33 3  

 4  

 4  

国は 2004 の で、7200

が 、 

5500 が共 と 録 

のメルトダウン 
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� 左が従来のパッケージ 

� 右が現在のパッケージ 

 

� こういった例は、飲み物で

1000mlパッケージが950mlに

変更され同じ値段で売られる

など、多くの食品類でこのよ

うな傾向が見られる。 

 

� このほか、ヨーグルトの 500

ｇが 450ｇであったり、1000

ｍｌの野菜ジュースボトルが

900ｍｌになったりで実質的

に 10％の値上げとなってい

ます。 

日本の国の借金は、円高容認のプラザ合意、消費税３％導入後に急増し、１２００兆円を超え

ました。財政状況の悪化は、第２次世界大戦で軍事費を急拡大させた敗戦時並みの２００％

水準です。ゼロ金利解除後の副作用は大丈夫か？ 

15 の の 口は 7311  28 12,711 で 1.7 。  

の の GDP は 500 で みを２０ ねています。  

国の 口は  31,000  16.7 ドル 1670 ( の 3 )      

 

15 の GNP は、1214 （ 価 315 ）: 

（ 価 換 2600  口 1.7 なら 535 の も） 

（ 国の当 は GDP で 9300 ドル（5602  の 5 あった） 

戦前の 1 軒屋

200 円、戦後は

20 万円。現代

はさほど豊かで

はないかも 

• 、 価 は されていないのか？ 

• マイナス からの 口戦 はあるのか 

らない内に国 は国 を っている 



 

 
こういった番組が出てくる背景

と、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こういった番組が出てくる背景

、そもそも市民自治の

伝統的インフラ
(自治会、地域活
動、ハコモノ充
実の行政、就職
目的議員

こういった番組が出てくる背景

市民自治の土俵・土台が

伝統的インフラ
自治会、地域活

動、ハコモノ充
実の行政、就職
目的議員) 

お上意識に加え、

むべし

ず意識の政治

15 の政党乱立の

1 強多軸化の中、

イデオロギーで

政治は回らない。

こういった番組が出てくる背景には、

土俵・土台が

お上意識に加え、由

むべし知らしむべから

意識の政治 

の政党乱立の

強多軸化の中、

イデオロギーで

政治は回らない。 

、市民社会における

土俵・土台が時代に合わなくなってきている

市民合意の街

作り・政治シス

テムの構築が

急がれます。

由らし

らしむべから

市民社会における足元

時代に合わなくなってきている

の街

治シス

テムの構築が

急がれます。 

足元の政治に対しての

時代に合わなくなってきていること

市⺠が主役のまちづくりを原則とする

浦安市では、「市⺠と⾏政が協働するま

ちづくり」を目指して、平成

⺠参加推進条例」制定しました。以来、

その⾏動計画として「市⺠参加推進計

画」として市⺠参加・協働の取り組みを

しています。しかし

ず、様々な問題を抱えたままです。

意味で市⺠委員会の創設は問題解決の

切り札となるかと思います。

の政治に対しての不信という

ことにあるのではないでしょうか。

市⺠が主役のまちづくりを原則とする

浦安市では、「市⺠と⾏政が協働するま

ちづくり」を目指して、平成

⺠参加推進条例」制定しました。以来、

その⾏動計画として「市⺠参加推進計

画」として市⺠参加・協働の取り組みを

しています。しかし実態は

ず、様々な問題を抱えたままです。

意味で市⺠委員会の創設は問題解決の

切り札となるかと思います。

不信という市民意識の

にあるのではないでしょうか。

市⺠が主役のまちづくりを原則とする

浦安市では、「市⺠と⾏政が協働するま

ちづくり」を目指して、平成 16 年の「市

⺠参加推進条例」制定しました。以来、

その⾏動計画として「市⺠参加推進計

画」として市⺠参加・協働の取り組みを

実態は官製の域を出

ず、様々な問題を抱えたままです。

意味で市⺠委員会の創設は問題解決の

切り札となるかと思います。 

市民意識の高まり

にあるのではないでしょうか。

市⺠が主役のまちづくりを原則とする

浦安市では、「市⺠と⾏政が協働するま

年の「市

⺠参加推進条例」制定しました。以来、

その⾏動計画として「市⺠参加推進計

画」として市⺠参加・協働の取り組みを

官製の域を出

ず、様々な問題を抱えたままです。その

意味で市⺠委員会の創設は問題解決の
 15 

 

高まり

にあるのではないでしょうか。 
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浦安市自治基本条例 （浦安の未来を考える会：起草案）「現在、なお細部検討中」 
 
目次  
 前文                                    １  
 第１章 総則 （第１条―第３条）                        ２ 
 第２章 市民と市議会 （第４条－第７条）                    ２  
 第３章 市長等 （第８条―第９条）                        ３ 
 第４章 情報の共有と公開 （第１０条―第１４条）                 ３ 
 第５章 市政の運営 （第１５条―第２３条）                     ４ 
 第６章 参画及び協力                               ４  
   第１節 市政への市民参画 （第２４条―第２８条）               ４ 
   第２節 コミュニティと市民公益活動 （第２９条―第３０条）          ５  
   第３節 協働のまちづくり （第３１条）                      ６ 
 第８章 最高規範性  （第３２条）                        ６  
 第９章 日本国、千葉県及び他の地方自治体との関係 （第３３条・第３４条）       ６ 
 第１０章 補則 （第４０条）                           ６  

附則                                       ６  
 
前文 

浦安市は広重の絵に描かれた漁師町の面影を残した旧市街と、第二次世界大戦後に広大な干潟を埋め立て

て造られた新市街によって出来上がっています。新市街は林立する高層マンションと、近隣諸国をふくめて

毎日数十万に及ぶ訪問客を迎えるディズニーランドと、それから「鉄鋼団地」と呼ばれる工場地帯によって

特徴づけられています。また浦安は景観的にも恵まれ、南には東京湾を隔てて遠く房総の山脈（やまなみ）

を望み、西には冨士山が眺められ、すばらしい夕焼けも体感できます。 
しかし、深刻な問題もあります。一つは２０１１年３月１１日の東日本大震災が、新市街に居住する住民

にもたらした、いわゆる液状化です。もう一つは、全国的な現象でもあるが、少子高齢化が進んで、２０年

後、現在全国首位にあると言われている浦安市の豊かな財政が破綻を強いられ兼ねない事態です。 
一般に人間の幸福が美しさの享受であるとするなら、市民にとっての最大の幸福は物心の両面にわたって

のより美しい浦安市の実現です。海浜都市としても、ベッドタウンとしも、また国際都市しても、さきの深

刻な問題をしっかりと受け止めた、より美しい浦安市の実現こそが私たちの理想といえるのではないでしょ

うか。それを実現する力は基本的に、グローバルでローカルな視野を持つ主権者たる市民の行動以外にあり

ません。 
 以上の観点に立って、私たちは浦安市の憲法（最高規範）である自治基本条例を、ここに制定するものです 
 
第１章 総則  
（目的） 
第１条 この条例は改めて浦安市における自治のあり方と、主権者としての市民の権利を明らかにするととも

に、市議会の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、より美しい浦安市を創造することを

目的とする。  
（定義）  
第２条 この条例において使用される「市民」・「参加」・「協力」の意味は、以下の通りとする。  
（１）市民 市内に居住する者、働く者または学ぶ者、市内に事業所を置く事業者や、市内で活動する団体。  
（２）参画 政策の立案から実施、評価に至る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成に関わるこ

と。  
（３）協力 市民、市議会及び市当局がそれぞれの果たすべき責任と役割を認識し、相互に協力して行動する

こと。  
（自治の原則）  
第３条 市の自治は、次に掲げることを原則として推進するものとする。  
（１）人権尊重 国籍や性別、年齢等にかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障され、その個性や能力がま

ちづくりに生かされること。  
（２）情報共有 市民、市議会及び市当局が互いに情報を共有すること。  
（３）参加及び協力 市民の自主的な市政への参画が保障されるとともに、市議会及び市当局は市民と協働し

て公共的課題の解決に当たること。  
第２章 市民と市議会  
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（市民の権利）  
第４条 市民は、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画・協力する権利を有する。  
（議会の役割、権限等）  
第５条 市議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政の運営を推進するのみならず、監視する機能を果

たすものでなければならない。  
２ 市議会は、地方自治法（１９４７年法律第６７号）の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、

決算の認定等を議決するほか、市政に係る基本的な事項で別に条例で定めるものも議決することができ

る。  
 （議会の責務）  
第６条 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。  

２ 市議会は、市政を調査し、条例議案を提出するなど政策形成機能の強化とその活用に努めなければ

ならない。  
（議員の責務）  
第７条 市議会議員は、市民の信託にこたえ、自己の研さんに努めるとともに、誠実に職務を遂行しなければ

ならない。  
 
第３章 市長等  
 （市長の役割と責務）  
第８条 市長は、市を統轄するとともに、市の事務を管理し、これを執行する。  
２ 市長は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政運営に当たるとともに、毎年度、市政運営の方針を定

め、その達成状況を市民及び市議会に説明しなければならない。  
 （職員の役割と責務）  
第９条 市の職員は、全体の奉仕者として、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。  
２ 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。  
 
第４章 情報の共有と公開  
 （情報の共有）  
第１０条 市は、市政に関する情報を、広報紙等を通じて積極的に提供するとともに、市民意向の把握など情

報収集を図り、市民との情報共有に努めなければならない。  
（情報公開）  

第１１条 市は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政を推進するため、別に条例で定めるところに

より、市政に関する情報を原則として公開しなければならない。  
（個人情報保護）  

第１２条 市は、市民の基本的人権を守るため、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行

うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利に対して適切な措置を講じなければ

ならない。  
 （説明責任）  
第１３条 市は、政策の立案から実施や評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を市民に分かり

やすく説明する義務を要する。  
 （要望や提案への対応）  
第１４条 市は、市民からの要望、意見、提案等に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、その結果を速や

かに回答しなければならない。  
２ 市は、市民から寄せられた苦情について、その内容や原因を調査分析し、業務の改善を行うなど適切な措

置を講じなければならない。  
 
第５章 市政の運営  
 （総合計画）  
第１５条 市は、総合的な市政運営の指針として、基本構想及びこれに基づく基本計画（以下「総合計画」と

いう。）を市議会の議決を経て定め、計画的な市政運営に努めなければならない 
 （人事政策）  
第１６条 市は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、有能な職員の任用、効果的な人材育成、適正

な人事評価及び配置に努めなければならない。  
 （法令遵守と公益通報）  
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第１７条 市は、市政を常に適法かつ公正に運営しなければならない。  
２ 市は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、職員の公益通報に関する仕組みを定めなけ

ればならない。  
 （行政手続）  
第１８条 市は、行政処分等における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、そ

の手続に関する基本的な事項を定めなければならない。  
  （事務事業の実施等における原則）  
第１９条 市は、提供する行政サービスの具体的な内容や水準等をあらかじめ市民に明らかにし、公平、公正

で効率的なサービス提供に努めなければならない。  
２ 市は、実施しようとする事務事業について、最少の経費で最大の効果をあげるよう費用対効果を検証し、

明確な目標を設定して事業推進に努めなければならない。  
３ 市は事務や事業の実施に当たっては、環境負荷の低減に率先して努めなければならない。  

 （財政の健全運営）  
第２０条 市は、総合計画を実現するための財政計画を定め、財源を効果的かつ効率的に活用することで健全

な財政運営に努めなければならない。  
２ 市は、保有する財産の適正な管理及び効果的な活用に努めなければならない。  
３ 市は、財政状況及び財産の保有状況など市の経営状況に関する資料を作成し、市民に分かりやすく公表

しなければならない。  
（行政評価）  

第２１条 市は、効果的で効率的な市政運営と総合計画の進行管理を行うため、行政評価を実施し、その結果

を施策の見直し、組織の改善等に速やかに反映しなければならない。  
 （監査）  
第２２条 監査委員は、市の財務等に係る監査を行うに当たり、事務事業の適法性のほか、有効性及び効率性

の評価を踏まえた監査を行わなければならない。このため、原則として公募による監査委員の選任とし、

議員は監査委員に選任できないものとする。  
 （危機管理）  
第２３条 市は、市民、関係機関及び他の自治体との協力、連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動

的な危機管理の体制の確立に努めなければならない。  
 
第６章 参画及び協力  
第１節 市政への市民参画  
 （政策形成及び実施過程への参画）  
第２４条 市は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画

の策定、条例の制定改廃又は施策を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めなけれ

ばならない。  
２ に 見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート の実 、 会の 会

や公聴会の開 など な を るとともに、 された 見には ず し、公 しなければならない。 

会は の を公 ならびに 枠をもつて構 し、その は条 により める。 

 （評価等への参画）  
第２５条 市は、市民による市政に対する監視機能を確保するため、行政評価の結果を市民に分かりやすく公

表し、意見を求めるとともに、財務及び事務事業の執行について市民が考査できる機会を設けなければ

ならない。  
 （審議会等）  
第２６条 市は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、中立性の保持に配慮するとともに、原則と

してその一部を市民から公募しなければならない。  
２ 審議会等の会議及び会議録は、原則として WEB 閲覧等の公開を公開しなければならない。  
 （住民投票）  
第２７条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認する必要があると認めるときは、住

民投票を実施することができる。  
２ 住民投票に付すことができる事項、投票者の資格要件その他住民投票の発議及び請求並びに実施に関して

必要な事項は、次条に定めるもののほか、別に条例で定める。  
３ 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。  
 （住民投票の発議及び請求）  
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第２８条 永住外国人を含む１８歳以上の住民は、市政に係る重要事項について、その総数の５０分の１以上

の者の連署をもって、市長に住民投票を請求することができる。  
２ 市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを市議会に付議しなければならない。  
３ 市議会議員は、市政に係る重要事項について、議員定数の１２分の１以上の賛成（発議者を含む。）を

得て、住民投票の実施について発議することができる。  
４ 市長は、前２項の場合において、市議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を

実施しなければならない。  
５ 市長は、第１項の請求に係る署名者数が永住外国人を含む１８歳以上の住民総数の４分の１を超えたと

きは、第２項の規定によることなく、住民投票を実施しなければならない。  
第２節 コミュニティと市民公益活動  

（コミュニティ活動）  
第２９条 市民は、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域においてコミュニティ活

動を行う組織として、別に条例で定めるところにより、地域づくり組織を設置することができる。  
２ 地域づくり組織は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら地域づく

りを行うものとする。  
３ 市は、地域づくりの活動に対して必要な支援を行うことができる。  
４ 市は、各種計画の策定や政策形成に当たっては、地域づくり組織の自主性及び自立性に配慮するとともに、

その意思を可能な限り反映しなければならない。  
５ 市は、地域づくり組織の意向により、事務事業の一部を当該組織に委ねることができる。この場合におい

て、市は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じなければならない。  
（市民公益活動）  
第３０条 市は、自発的かつ自主的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与すること

を目的とする市民公益活動を尊重するとともに、別に条例で定めるところにより、その活動を促進するた

めの適切な措置を講じなければならない。  
第３節 協同のまちづくり  
第３１条 市民（コミュニティ活動や市民公益活動を行う団体を含む。以下この条において「多様な主体」と

いう。）及び市議会並びに市は、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、協力してまちづくりに取

り組むものとする。  
２ 市は、公共的課題の解決や公共的サービスの提供等について、多様な主体がその担い手となれるよう、

適切な措置を講じなければならない。  
３ 市は、協同のまちづくりを進めるに当たり、多様な主体が情報や意見を交換し、相互調整や民主的な意

思形成が図られるよう、開かれた場と機会の創設に努めなければならない。  
 
第８章 最高規範性  
第３２条 この条例は、浦安市の自治の推進における最高規範であり、市は、他の条例等の制定改廃に当たっ

ては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。  
 
第９章  日本国、千葉県及び他の地方自治体との関係  
 （日本国及び千葉県との関係）  
第３３条 浦安市は、日本国及び千葉県と対等の立場にたち、自治の発展のため、協力して適切な関係の構築

に努めるものとする。  
 （日本国以外をふくめて、他の自治体との関係）  
第３４条 市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のための広域事務処理、大規模災害時

の相互応援など、日本国をはじめ、それ以外の他の自治体と積極的に協力連携するものとする。  
   
 第１０章 補則  
第４０条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。  
 
附 則 
（施行期日）   
この条例は、２０１９年１月１日から施行する。  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

地域
  
「あすうら

条例

趣旨

下の
 
趣旨

な積

500
  

 
 

 

地域の安心、

あすうら」は行政

条例）を目指し

趣旨に賛同頂けるかたは

の URL（浦安市民委員会

趣旨に賛同される

積み重ねと草

500 円といった

 

〔
� 地方行政

市民

ての

� 地方行政

管理費

公正

を

は

ってはならない

� 行政

価

つ

ばならない

雇用

〔
� 私

して

ばならない

� 私

市民

適正

教

� 私

考

 これらすべての原則が

の

https://sites.google.com/site/ashitanourayasu/

、安定のためには

行政に健全な

しています。

けるかたは、

浦安市民委員会 

される方は、ワンコイン

草の根の人的紐帯

といった少額での寄付

〕  
地方行政の第一

市民に対するものであると

ての活動は質的

地方行政の第二

管理費の公平公正

公正な機会を提供

を保ち、環境維持

は市民のために

ってはならない

行政の第三の責任

価値が認められなければならない

つ適切でなければならず

ばならない。また

雇用、能力開発

〕 
私たち市民の第一

して、その行動

ばならない。 

私たち市民の第二

市民は良き市民

適正な租税負担

教育の改善に寄

私たち市民の第三

考えを積極的に

これらすべての原則が

の 条 

https://sites.google.com/site/ashitanourayasu/

のためには市民

な影響力を発揮

。 「あすうら

、サイト経由か

 協賛登録 で

ワンコイン運動

人的紐帯が大きな

寄付がヒューマン

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php
●どんなに

●進むべき

●何よりも

第一の責任は、

するものであると

質的に高い水準

第二の責任は、

公平公正な運用をはかる

提供しなければならない

環境維持のための

のために健全な社会

ってはならない。また将来

責任は、全職員

められなければならない

でなければならず、

また、職員の

発および昇進

第一の責任は

行動が公正かつ

  

第二の責任は

市民として、積極的

負担は最低限の

寄与する活動

第三の責任は

に試み、慣習慣

これらすべての原則が実行されてはじめて、市民は正

 

https://sites.google.com/site/ashitanourayasu/

あすうら会員による矜恃表明

市民の行動が

発揮するため、

あすうら」とともに

か、右か下の

で検索）でも

運動にも参加してみて

きな力となります

がヒューマンで明るい

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php
どんなに八方ふさがりの

むべき道を見

よりも、信じて

 

、地域の勤労

するものであると確信します

水準を維持するものでなければならない

、全ての市民

をはかる努力

しなければならない

のための市民の要望

会的利益を生

将来の逆境の時

全職員に対するものである

められなければならない。職員

、職員が家族

の提案・苦情

昇進の機会を平等

は、有能で公正

かつ道義にかない

は、私たち市民

積極的に有益

の義務であり

活動に参画しなければならなく

は、未来ある

慣習慣例を時代

されてはじめて、市民は正

https://sites.google.com/site/ashitanourayasu/ 連絡先

あすうら会員による矜恃表明

が不可欠です

、積極的に地域代表制

とともに進みませんか

の QR コードから

でも簡単にサイトへ

してみて下さい

となります。これからの

るい未来を育てます

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php
ふさがりの世

見つけて、その

じて進む不断

労者、経済的弱者

します。市民一人一人

するものでなければならない

市民に対して迅速

努力を怠ってはならない

しなければならない。市民が日常

要望に対して、注意深

生むものでなければならなく

時に備えて健全

するものである。

職員は安心して

家族に対する責任

苦情が自由にできる

平等に与えなければならない

公正な行政運営

にかない責任を伴っているか

市民が生活し、

有益な社会事業および

であり、市政に無関

しなければならなく

ある子孫に対するものである

時代に即した形で

されてはじめて、市民は正当な福祉を享受することができるものと確信します

あすうら

UFJ

(あすうら

連絡先：090-3220-

あすうら会員による矜恃表明

発行：明日の浦安

です。 

地域代表制の実現化

みませんか。 

コードから登録をして

にサイトへ行きます

さい。活動をダイナミックに

らの活動には

てます。 

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php
世の中に見え

その道を一歩

不断の努力を重

的弱者、そして

市民一人一人のニーズに

するものでなければならない

迅速かつ正確に

ってはならない。このためにも

日常に使用する

注意深い対応

むものでなければならなく

健全な財政蓄積

。職員一人一人

して仕事に従事

責任を十分に果

にできる環境でなければならない

えなければならない

営管理者を選出

っているか、

、働いている

および福祉に

関心であってはならない

しなければならなく、このための

するものである

で変えていく

な福祉を享受することができるものと確信します

あすうら会員登録＆ワンコイン

UFJ 町

あすうら あしたのうらやす

-9498 Fax:047

あすうら会員による矜恃表明 

発行：明日の浦安 発行責任者：櫻井利夫

実現化（市民自治基本

をして下さい。 

きます。 

をダイナミックに

には情報伝達のコストが

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php
えても、解決

一歩ずつ進めていけば

重ねることが

 

そして母親、父親をはじめとする

ズに応えるにあたり

するものでなければならない。  

に適正なサービスを

このためにも、

する公共施設・インフラ

対応に努めなければならない

むものでなければならなく、一部の関

財政蓄積を行なわなければならない

職員一人一人は個人として

事できなければならない

果たすことができるよう

でなければならない

えなければならない。  

選出する努力をしなければならない

、予断を持たずに

いている地域社会に対

に貢献しなければならない

であってはならない。

このための研鑽を怠

するものである。私たち市民

えていく努力を怠ってはならない

な福祉を享受することができるものと確信します

ワンコイン振込先

町  ）０１３８０９８

あしたのうらやす  あすのうらやす

Fax:047-354-4446 櫻井

発行責任者：櫻井利夫

市民自治基本

 

をダイナミックに発展させるためには

のコストが掛かります

http://snsclub.urayasucitizens.net/menberreg/toroku.php 
解決の方法はあります

めていけば良いのです

ねることが大切なのです

  

父親をはじめとする

えるにあたり、行政

ービスを維持するため

このためにも、市民の情報公開請求

・インフラは常

めなければならない

の関係者・事業者

なわなければならない

として尊重され

できなければならない。

たすことができるよう、

でなければならない。能力ある

努力をしなければならない

たずに関心を持

に対するものである

しなければならない

。社会の発展

を怠ってはならない

市民は失敗を恐

ってはならない

な福祉を享受することができるものと確信します

振込先 
０１３８０９８ 

あすのうらやす

櫻井 

発行責任者：櫻井利夫 頒価：

させるためには、

かります。100

はあります。  

いのです。 
なのです。 

をはじめとする、すべての

行政の行なうすべ

するため、行政

情報公開請求には

常に最善な状

めなければならない。全ての事業

事業者のものであ

なわなければならない。  

され、その尊厳

。待遇は公正

、配慮しなけれ

ある人々には

をしなければならない。

持ち続けなけれ

するものである。私たち

しなければならない。そのための

展、健康の増進

ってはならない。  

恐れず、新しい

ってはならない。 

な福祉を享受することができるものと確信します

 の

あすのうらやす で 込可

頒価：300 円 
 20 

、小さ

100 円・

   

すべての

なうすべ

行政

には

状態

事業

のものであ

厳と

公正か

しなけれ

には、

。そ

けなけれ

たち

そのための

進、

 

しい

な福祉を享受することができるものと確信します 

 

可） 


