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１ 開会・区長挨拶 

（司会） 

 皆さま、こんばんは。お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。ただいま

より、文京区の「基本構想シンポジウム」を開会いたします。 

 本日のシンポジウムは、現在策定中でございます文京区の基本構想について、この機会

に皆さまとご一緒に考え、文京区の 10 年後の姿を描いてまいりたいという形で、区民参

画の輪をますます広げるための企画として考えております。 

 それでははじめに、成澤廣修文京区長よりごあいさつを申し上げます。 

（成澤区長） 

 皆さん、こんばんは。区長の成澤でございます。本日は、基本構想シンポジウムを開催

しましたところ、ご多用中にもかかわらずご参加いただきまして、心から感謝申し上げた

いと存じます。 

 現行の「『文の京』の明日を創る」という基本構想ですが、10 年間を１つのスパンとし

て計画されたものでございます。ちょうど私が区長に就任をしたときが、計画の８年目で

ございましたので、残り２年間をかけて、新たな基本構想の改定の作業に着手していると

ころでございます。 

 基本構想というのは、すべての行政計画の 上位に位置づけられていて、地方自治法第

２条に基づいて、自治体においても定めなければならないと決められているものです。す

べての行政計画は、基本的には行政の内部で計画づくりをして、さまざまな区民参画をい

ただいた上で決定しているものでありますが、この 高位の基本構想だけは、議会の議決

をいただかないと有効しないという、 上位の計画として位置づけられます。私どもが今

この立案をしている基本構想についても、 終的には議会の議決をいただくことによって

発効するという仕組みになっております。この間、さまざまな区民参画のあり方を考えた

いということで、私が、区長選挙のときのマニフェストでもお示ししておりますが、今、

の基本構想における 後の実施計画については、現行の基本構想をもとにつくる、その上

で新たな基本構想については、10 年の目安でありますので、そのときにあわせて基本構

想の新たな改定に着手するということをマニフェストでお示しして、そのことを着実に実

行しているところでございます。 

 通常、基本構想というのは、多くの自治体では、基本構想、基本計画、３カ年程度の実
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施計画という３本立てで行っている自治体が多ございます。その場合、 上位の基本構想

の年限は、20 年とか、長いところでは 30 年とかというスパンで、不磨の大典ではありま

せんが、基本構想そのものの改定に着手しないという自治体も数多くありますが、私ども

はその有効期限、賞味期限を 10 年に区切って、その 10 年の計画と３カ年の具体的な実施

計画をローリングさせることで基本構想をより現場の議論に近いものにしていこうという

のが今回の基本構想、前回からの本区での取り組みでございます。今回も、基本的にその

２本立ての計画にするという方向性は変えておりませんので、今日の議論等も通じて、さ

まざまなご意見等を区民の皆さまから直接頂戴して、これからブラッシュアップをかけて

いきたいと思っている次第でございます。 

 今回の基本構想の策定に当たって、協議会をつくりましたが、通常この手の協議会は、

学識経験者の先生に会長をお願いするのが常ですが、今回は私自身がこの協議会の会長と

なって、私の権限において、議会にお諮りをする基本構想ですので、直接私が座長の役割

を果たして現在策定を進めております。 

 もう１つの特徴的なことに、区民の皆さん達の代表として、委員を選ぶのを、無作為抽

出の方たちに入っていただいたということでございます。通常のさまざまな細かい行政計

画をつくるときは、公募委員という制度を使っているケースが多ございますが、この基本

計画は、通常、なかなか声なき声で埋もれてしまっている可能性のある人たちの声を、こ

ちら側からしっかりと受けとめに行こうというねらいを込めて、無作為抽出で区からのラ

ブレターをお出しして、そのラブレターに答えていただいた人達の中から、抽選で 10 名

の方にお入りいただきました。今回も協議会のメンバーとなっていただき、本日も後ほど

各分科会からご報告がありますが、それぞれの分科会でのさまざまな議論を展開していた

だいたという形になっております。 

 こういった新しい取り組みを含めながら、今回の基本構想が区民にとって身近な基本構

想となるように、努力を続けていきたいと思っておりますので、きょうは中間発表のよう

な場だと思っていただき、後ほどご報告がある各分科会からの報告の中でも、目を通され

て、細かい字面をご覧になると、分科会によって多少のトーンの違い等もお感じになるか

もしれません。そのことは承知の上で、今回はそのままお示ししております。この中間の

折り返しからこの後、地域別、そして課題別のワークショップを開催する予定ですが、こ

こではそれぞれの課題について、さまざまな意見を持つ方の多様なご意見も改めてお伺い

したいと思います。 
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 例えば、障害をお持ちの方たちの直接の意見をお聞きする場というのは、協議会の場で

は代表の方しかございませんが、そういった方たちにも、ワークショップに参加していた

だくことで直接ご意見をお聞きしたいと思いますし、子育て支援やさまざまな観点におい

ても、そういった場で意見を開陳していただいて、それが 終的にこの協議会という場で、

それぞれ個別の具体的な要望などを総意としてまとめていく努力というのが、私たち協議

会に求められていると思います。さまざまな多様な意見を集約する努力をこれからも図っ

ていきたいと思っている次第でございます。 

 その努力の１つのきっかけとして、本日のシンポジウムが有効な場となることを皆さん

にもお願いしたいと思っている次第でございます。ぜひとも本日お集まりの区民の皆さん

には、この後予定されているワークショップ等にも積極的にご参加いただいて、本日はワ

ークショップに向けての事前説明会ぐらいに考えていただいて、これからのワークショッ

プへのご参加を心からお待ち申し上げたいと思っている次第でございます。 

 本日のパネルディスカッション、限られた時間でありますが、実りの多い機会となるこ

とを心からお願い申し上げてごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

（司会） 

 成澤区長でございました。なお、本日は、壇上をご覧いただきましたとおり、手話通訳

をお願いしてございます。本日、手話通訳をお願いしておりますのは、文京手話会から渡

辺ひろみ様、そして後半になりますが、順次、吉森美智子様のお２人にお願いしておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、申し遅れました。私、本日進行を務めさせていただきます文京区企画課長の小野

澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 各分科会からの報告 

（司会） 

 それでは早速でございますが、今の区長のごあいさつにもございましたとおり、各分科

会の骨子が、ちょうどまとまったところでございます。本日お配りしました資料の中に骨

子がございますので、ぜひお手元に置いていただきながらお話を聞いていただけたらと存

じます。それでは早速でございますが、先生方、よろしくお願いいたします。 
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 基本構想の協議会では、分野別に広く討議を行うため、５月から、「子育て・教育」「福

祉・健康」「コミュニティ・産業・文化」「まちづくり・環境」「行財政運営」という５つ

の分科会でそれぞれ５回ほど討議を重ねていただいた結果がこの骨子でございます。今回

は本当に短い時間ではございますが、それぞれの座長をお務めいただきました先生方から

ご報告をさせていただくという趣旨でございます。 

 それでは早速でございますが、はじめに、「子育て・教育」分科会から、お茶の水女子

大学大学院人間文化創成科学研究所人間科学系准教授でいらっしゃいます冨士原紀絵座長

よりお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（冨士原座長） 

 ただいまご紹介にあずかりました「子育て・教育」分科会の座長を務めさせていただき

ました冨士原と申します。よろしくお願いいたします。限られた時間ですので、ポイント、

要所のみに絞って説明させていただきたいと思います。大きくは骨子案をご覧いただけれ

ばと思います。 

 先ほど区長からは無作為抽出の委員というのがそれぞれ分科会に入っているということ

でしたが、私どもの分科会は、すべて団体選出の方が正規の委員として構成されておりま

した。ただし、無作為委員の方からもご協力いただきまして、いろいろ多様な意見を取り

入れることができたのではないかと思っております。どの分科会も一緒ですが、まずは強

みや弱みの洗い出しを行いまして、その次にキャッチフレーズをつくり、その後に基本的

取組という流れで議論を進めてまいりました。 

 本分科会では３つの領域が課題になっております。１つが「子育て支援」、もう１つが

「教育」、 後が「青少年の健全育成」という、３つの課題を扱っております。この３つ

の課題につきまして、簡単に、議論の中心になった点などのポイントを説明させていただ

きたいと思います。 

 まずこの分科会全体の１つの議論の結果を受けました特徴ですが、キーワードとしては、

「つなぐ」、あるいは「かかわり合う」という言葉を重視していこうという、そういうス

タンスで議論を進めてまいりました。具体的な説明にまいりますが、子育て支援のところ

のキャッチフレーズを見ていただきますと、「地域のおせっかいの輪のなかで、みんなが

楽しく育ち合えるまち」ということですが、ここでは、地域の人たちすべて、文京区の

方々すべてということですが、もちろん子育て真っただ中の方もですが、子育てが終わっ

た方々、あるいはこれから文京区で子育てをしてほしいという、そういう若者たち、そう
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いう人たちすべての区民が、子育てに協力できるようなかかわり合い、そういうものを生

み出したいという願いを込めまして、「おせっかいの輪のなかで」という表現にしており

ます。 

 文京区自身、強みとしまして、23 区の中ではおせっかいが結構残っているところもあ

り、一方では完全に希薄化してしまったところもあり、その点では弱みになると思います

が、そういう強み・弱みをあえて文京区のよさのおせっかいというところを強みとして生

かし合おうという点です。 

 もう１つポイントとなりますのが、「みんなが楽しく育ち合えるまち」ということで、

育ち合えるというところですね。ここは、子どもがもちろん育つのですが、子どもととも

に親も一緒に育つ、あるいは子育てにかかわる人たちがともに育つという、子どもだけで

はなくて、かかわる人みんなが育ち合おうという願いを込めています。子育て支援はそう

いうところが１つポイントといいますか、重点を置いて議論したところです。 

 すみません、時間の都合上、教育に参りますが、教育では、「豊かな環境と人とのかか

わりのなかで、子どもが「個」として尊重され、学び合えるまち」ということになってい

ます。ここで幾つかのポイントとしましては、まず１つ、文京区の強みとしまして、豊か

な環境ということ、子どもにとっての豊かな環境というものを上げることができるだろう

ということが議論になりました。環境というのは、１つは大学が多い、学校施設が多い、

文教地区であること、また文化遺産なども多いことです。もう１つは都心の割に比較的緑

が多いという意味での環境という言葉です。環境という言葉には、いろいろな側面のよさ

を込めております。そうしたものを、次の実としてさらに伸ばしていこうという意図で前

半部のキャッチフレーズをつくりました。 

 後半部ですが、とても一般的な文言ではあるのですが、この中で込めていますのは、世

の中では今、学力形成ということが非常に重視されているわけです。もちろん学力形成で

言われているような確かな知識、確かな技能、そうしたものをすべての子どもに保証して

いくということも大事ですが、学力をそういう狭いところで考えずに、心、体、あるいは

道徳と言ってもいいのかもしれませんが、そういうものを総合的に育てていこうというこ

とです。狭い意味での学力ではなくて、人間性みたいなものを総合して育てていくという

ことを、基本的取組などをご覧いただきますと、そういう願いを込めてキャッチフレーズ

をつくっております。また、特別支援学校なども文京区は結構数ありますので、そういう

ところの子どもたちとも、豊かな子どもたちの育ちを保証していこうということを考えて
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おります。 

 後になりますが、青少年の健全育成という領域につきまして、こちらはキャッチフレ

ーズとしまして、「地域で人とのかかわりを学びながら、光る笑顔の青少年が育つまち」

ということを挙げました。キャッチフレーズは「光る笑顔の青少年」ということでして、

ここにとても私たちの分科会ではこだわりを持って議論を進めてまいりました。いかに輝

かせるかということです。 

 実はキャッチフレーズでは見えにくいのですが、具体的内容の方では、「未来を担う青

少年の自主性を尊重し」とあります。この青少年の自主性を伸ばすということが、文京区

の健全育成の１つの課題になるのではないかと考え、議論を深めてまいりました。文京区

では、さまざまな青少年健全育成の取り組みの場や機会が、さまざま用意されています。

ただし、そこに若者が参加してこない状況であり、それは、提供しているということは強

みであり、参加してこないということは弱みであります。青少年が主体的に自分たちの居

場所をつくり、主体的に区にかかわっていく、そういう自主的な青少年の力を発揮させる、

そういうことを考えまして、青少年の健全育成の領域を考えております。 

 「子育て・教育」分科会では、教育の方は、まだ議論が本当に始まったばかりというこ

とで、今回は骨子案です。これから、区民の皆さまの意見を聞きながらまた修正を図って

まいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。以上です。 

（司会） 

 どうも冨士原先生、ありがとうございました。 

 それでは引き続きまして、「福祉・健康」の分科会から、東洋大学社会学部社会福祉学

科講師の川原恵子座長よりよろしくお願いいたします。 

（川原座長） 

 では早速、「福祉・健康」分科会の骨子案についてご説明したいと思います。 

 この「福祉・健康」分科会ですが、お手元の資料を見ていただきますとおわかりになる

かと思いますが、高齢者福祉、障害者福祉、生活福祉、このあたりまでが福祉分野という

ことになりまして、あと地域医療を含めました健康づくり、生活衛生環境の５領域に関し

ての検討を行いました。ほかの分科会と比べまして、非常に細かく、また具体的な内容と

なっておりますが、これは福祉であるとか健康・医療に関するものというのは、非常に身

近でありますので、具体的にいろいろな意見が出やすいというような分野でもあったとい
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うことです。 

 それに対して、全くかかわりがないような部分になりますと、なかなかイメージがわき

にくいということもありまして、実際には、非常に生活に密着しているのですが、なかな

か意識化されないというところで、議論の中に濃淡ができやすい分野でもあったかと思い

ます。 

 「福祉・健康」分科会では、文京区らしさというところを中心に置いて議論を進めてき

たというよりは、むしろ文京区でどう生活していくのか、あるいはどのような生活をした

いのかというようなところがベースとなって、話し合いを重ねてきました。ですので、ほ

かの、この後の分科会のところでは、かなり文京区らしさというところが強調されるかと

思いますが、福祉・健康分科会ではどちらかというと、文京区で生活していくにはどうい

うところが足りないのか、あるいはどういう生活を望むのかというところを中心にまとめ

てまいりました。 

 では、本当にごく簡単ですが、高齢者福祉のところから見ていただきたいと思います。

高齢者福祉、障害者福祉、生活福祉に関しましては、特に高齢者だから生き生きと、とか、

自分らしくとか、あるいは障害者だから人格と個性を尊重とか、そういったことでは決し

てなくて、この福祉に関する３領域に関しては、だれが、主語になっても、同じような目

的を目指しているということは、繰り返して話をしてきたところでございます。ただ、高

齢者福祉の中では、分科会の中では、キャッチフレーズとしては、「歳を重ねてもいきい

きと自分らしく暮らせるまち」というものを出しました。細かいところに関しましては、

時間がありませんので割愛させていただきたいと思いますが、自助・互助・共助・公助の

組み合わせで、高齢者１人１人が住みなれた地域で暮らせるような、そういったまちを目

指していきたいという思いが込められております。 

 続きまして障害者福祉ですが、キャッフレーズでは「だれもがお互いに人格と個性を尊

重し支え合うまち」となりました。高齢者も障害者も、あるいは生活福祉にもつながる部

分ではございますが、自立であるとか、共生といったような基本的な言葉の定義といった

ものもその下に込められております。 

 続きまして生活福祉ですが、こちらも、「だれもが住み慣れたところで自立して暮らせ

る、セーフティネットのあるまち」というふうにまとめております。生活福祉は、なかな

かイメージがわきづらい領域ではありますが、何か困ったときに、窓口がありまして、そ

こでいろんな話を聞いてもらえるということとか、あるいは所得保障であるとか、ひとり
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親への支援であるとか、そういったこともこの分野で話し合いをいたしました。 

 続きまして、健康づくりです。こちらは、文京区の強みでもあり、大学病院や医療機関

が比較的多くありますが、キャッチフレーズといたしましては、「だれもがいつまでも笑

顔で健康に暮らせるまち」といたしました。職員の方から日々区民の方々と接する中で、

こういうサービスがあったらいいのにというようなものも取り上げていただいたりしなが

ら、こちらの基本的取組、あるいは主要課題をまとめていきました。 

 後になりましたが、生活衛生環境になります。分科会の中でもなかなか意見が出づら

い、イメージしにくい領域ではありましたが、実は非常に生活に密着している領域になり

ます。キャッチフレーズは「だれもが快適で健康に暮らせる、安全で清潔なまち」という

ことでまとめております。 

領域にまたがって、よく出てきた議題があります。検討を進めていく中で、特に福祉

の領域では、文京区で生活していく上で、どうしても問題になってくる、あるいは課題に

なってくるところが、「住居」の部分です。住居の整備であるとか、それは単なる住居で

はなく、ケアつき住居であるとか、グループホームであるとか、あるいは在宅の生活を支

援していくための在宅サービスといったところの充実というものが繰り返し指摘されてお

りました。 

 そういったところがキャッチフレーズや基本的取組の中でうまくまとめられたか、ちょ

っと心もとない部分がございますが、まだこれは骨子案でございますので、この後、ぜひ

お読みいただいて、ワークショップなどで区民の皆様からご意見をいただきながら、私ど

もが見落としてしまった点であるとか、どうしても必要な点といったところをご指摘いた

だきたいと思っております。ありがとうございました。 

（司会） 

 先生、ありがとうございました。 

 それでは引き続きまして、「コミュニティ・産業・文化」の分科会から、日本女子大学

家政学部住居学科の准教授でございます平田京子座長よりお願いいたします。 

（平田座長） 

 皆さん、こんばんは。「コミュニティ・産業・文化」分科会より報告させていただきま

す。お手元の資料の１番、地域コミュニティからご覧ください。 

 この分科会では、無作為抽出の委員と、文京区の専門知識を持った委員の方で構成しま
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して、私たちは主体性を持って区をデザインしていくためにはどうしたらいいかというこ

とを中心に議論を行いました。歴史や文化といったものは 10 年という賞味期限が、さっ

き区長のお話でありましたが、もっと長い話ですので、100 年ぐらいを見越して議論をし

ています。 

 特に、私たちの使命は、民意を 大限に取り込むということで、さまざまな立場になっ

て考えたつもりです。特に文京区ならでは、あるいは文京区らしさということを追求した

のですが、これはキャッチフレーズにはなかなか表れづらいものですから、その下にある

２番の現状の主要課題と、それから実現に向けた基本的取組の中で、感じていただきたい

と思います。 

 まず、地域コミュニティですが、これはやはり地域のコミュニティの希薄化が問題とな

っていますので、強く打ち出されているのは、いい意味での「おせっかい」、つまりコミ

ュニティを強くしていきましょうという意識です。ここに文京区を置くにはどうしたらい

いかということを中心に議論しました。特に新しく住民になられる方への暖かい入り口の

用意など、文京区ならではの姿勢が打ち出せると考えております。 

 それから次ですが、何しろ７分野ありますので、ちょっと短いご報告で恐縮ですが、次

は産業振興になります。これは、「豊かな区民生活を支える、活力みなぎる産業と商店の

あるまち」ということで、これは本当に、文京区は、どうしていったらいいのだろうとい

うことで、文京区の特徴に合わせた商店や産業のあり方を追求しました。特に出た意見と

しましては、文京区が持つ特殊な資源を生かした、それから個別の魅力ある商店を生かし

ていく道、それから安全で安心な買い物ができるシステムなどが入っております。また、

文京区の特徴として、必ずしも産業や観光だけではなくて、住環境がいいという特徴があ

りますので、これらを織り込んでいます。 

 次は生涯学習をごらんください。生涯学習は、特に文京区が持っている非常に優れた資

産と言えますが、たくさんの大学や教育機関がありまして、ここではキャッチフレーズは、

「いつでも、誰でも、自分に合った「学び」と出会えるまち」となっておりますが、この

キャッチフレーズの中の１番下の行ですが、「生涯学習日本一のまちをめざす」という大

胆な目標を設定しています。 

 それから、次の文化振興が４番目です。文京区はたくさんの歴史的な資産を持っており

ます。ですが弱みもありまして、実物が残っていることが少ないという意見などもあり、

歴史的な遺産を保存して、それを引き継いでいく、それから文化遺産に触れ合うことがで
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きるということを今後強く打ち出していくことが必要となります。また文京区が独自に新

たな文化を生み出せるように、必ずしも古いものだけでなく、新しいものも追求した内容

になっています。 

 ５番目は、スポーツ振興です。これはキャッチフレーでは特徴的なのは、「誰もがいつ

でも、どこでも、いつまでも、安全にスポーツに親しめるまち」ということになっていま

して、「安全に」をつけ加えたものになっています。 

 次は観光です。観光のところは、「何度も訪れたくなる、魅力とおもてなしの心あふれ

るまち」ということで、「おもてなし」、「暖かい」、「何度も訪れたくなる」、これらに文京

区の独自性を出しているつもりです。 

 それから次が交流です。これは国内外の交流を念頭に置いたもので、「交流の輪を広げ、

互いの魅力を高めあうまち」となっております。 

 これらを通じまして、今後どのような文京区らしさを打ち出せるかについては、私たち

たくさんの立場に立って、たくさんのアイデアを出すという方針で臨んだのですが、まだ

まだいろいろなお考えがあると思います。それをぜひお聞かせいただきたいし、またそれ

らを加えて文京区の独自色、また文京区の個性を追求していきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

（司会） 

 どうも平田先生、ありがとうございました。 

 それでは４つ目の分科会になりますが、「まちづくり・環境」の分科会でございます。

東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻講師の大森宣暁先生からお願いいたします。 

（大森座長） 

 ただいまご紹介にあずかりました大森の方から、「まちづくり・環境」分科会の骨子に

ついてご説明させていただきます。 

 まずこの分科会は、無作為の区民の方が５名と、区の職員の方４名、私の 10 名から構

成されております。区民の方は、今考えると、比較的ご高齢の方が多かったかなという印

象ですね。実際、文京区内のまち歩きなども行いながら議論を深めてまいりました。 

 まちづくりといいますと、福祉から教育から、コミュニティ、産業など、かなり広範囲

の分野に深くかかわっているのですが、この分科会では、住環境と環境保護、災害対策、

そして防犯・安全対策の４つの分野に絞って議論を進めました。 
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 全体的な議論としましては、やはり子どもから高齢者まで、だれもが安全、安心、快適

に暮らせるまちをつくっていきましょうということです。また、行政がやるべきことと、

区民が自ら努力すべきこと、また、その他の団体や事業者などがやるべきことなど、役割

分担をして取り組める体制をつくるべきであろうということです。さらにまちづくりとい

いましても、ハードの整備からソフトの取り組みまで含めて考えましょうというのが全体

の議論でございます。１つずつ簡単にご説明させていただきます。 

 まず住環境は、キャッチフレーズが「だれもが住み続けたい・住みたくなる」で、今住

んでいる人は住み続けたい、今、文京区に住んでいない人も住みたくなるような「快適で

魅力的なまち」をつくりましょうというものです。民間の調査などによりますと、常に文

京区というのは、23 区の中でも住みたい区のランキングのかなり上位に位置していると

いうことでございますが、10 年後も、より快適で魅力的なまちにしていきましょうとい

うことです。 

 もう少し詳しく申し上げますと、地域の特性を生かして、街並みの保全、創出、また景

観なども自然を保全しながら、すべての人々がということで、バリアフリーとかユニバー

サルデザインの建物、また移動の空間ですとか、高齢者、障害者も安心して住めるような

住宅の整備や確保などを支援していくような施策を、地域主体で推進していきましょうと

いう内容でございます。 

 続きまして環境保護ですが、こちらは、キャッチフレーズは、「環境にやさしい取組を

推進するまち」と、ちょっとオーソドックスですが、こちらは、ごみのような身近な問題

から、鳩山総理大臣も宣言していましたように、ＣＯ２の問題、地球環境の問題まで、い

わゆる環境負荷の小さな、省エネルギーな、サスティナブルなまちをつくっていきましょ

うという内容です。特に行政、区、また区民とかＮＰＯ、市民団体、事業者など、地域社

会を構成するすべての主体が、それぞれの果たすべき責任と役割を認識して取り組んでい

こうというような内容でございます。 

 続きまして災害対策です。こちらは、地震ですとか、風水害、火災などの自然災害の対

策の内容です。キャッチフレーズは「備えと助け合いのある災害に強いまち」ということ

で、ここで特徴は、自分たちのまちは自分たちで守るという自助、そして地域で助け合っ

て災害対策に取り組むという共助、さらに公的機関が行う公助というこの３つを認識しな

がら、ハードの面ももちろん今後さらに整備していきますが、ソフトの面、地域の防災活

動の支援ですとか、災害時の情報ネットワークの体制ですとか、さらに防災に対する意識
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の啓発、行動力の向上なども図っていこうという内容でございます。 

 後に、防犯・安全対策ですが、こちらは自然災害というより、人為的な災害というこ

とに関係するものです。「みんなでつくる犯罪や事故の一番少ないまち」というのをキャ

ッチフレーズとしております。今でも文京区は、犯罪も非常に少なく、交通事故も少ない

区であるという統計がございます。こちらも取り組みとしましては、まず犯罪がおきにく

い環境や、交通事故がおきにくい環境などハードの整備も進めますが、ソフトの取り組み

も、区民の方々の防犯、事故防止に対する意識の啓発を図って、区民主体の防犯・事故防

止活動を支援していく体制をつくっていこうというような内容でございます。以上で報告

を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

（司会） 

 どうも大森先生、ありがとうございます。 

 それでは 後の分科会になりますが、「行財政運営」という形で、全分野にかかわって

くる課題だということです。報告の方は、跡見学園女子大学マネジメント学部専任講師の

長野基座長よりお願いいたします。 

（長野座長） 

 ただいまご紹介にあずかりました跡見女子大の長野でございます。よろしくお願いいた

します。 

 私どもの「行財政運営」分科会では、区民の方３名、そして、区の職員の方５名、そし

て私を含め、９名の体制で議論を進めてまいりました。 

議論を進めるに当たりましては、例えば、「必要な情報が区民に届けられているのだろ

うか」といった、いわば文京区役所の行政活動における技術的な失敗があるのかどうか、

あるいは「組織の体質的な失敗があるのかどうか」といった点検から、文京区の財務の分

析、具体的には今文京区の予算は大体 600 億円ぐらいあるのですが、そのうちの数％が未

収金としてあることだったり、あるいは、「ではそれが東京 23 区の中での財政と比較をす

ると、どんな状況になるんだろうか」、さらには「他自治体での先進的な事例と比べてど

うなんだろうか」といった議論をしてまいりました。 

それから組織を運営していくことを考えたときに、「民間企業で行われている、経営や

組織運営の技術や方法と対比したときにはどうなんだろうか」、「公務の組織としての特性

は何だろうか」、こういった議論を進めていく中で、例えば、都市間の競争、先ほど住み



 

 

 
13

続けたいというキーワードが出たかと思うのですが、私どもの分科会でも出まして、これ

は、いずれは税を担う人々の力、これは担税力といいますが、実はこういったものを確保

するという意味でも、都市間競争というのは大事だという視点が出たり、あるいは信頼を

醸成していく、具体的には区職員と住民の間でのフェース・トゥ・フェースのコミュニケ

ーションを通じた信頼の醸成や、あるいは区役所と区民団体との間での信頼の醸成、とい

った基本的な視点を整理してまいりました。 

 このほかにも、これから職員体制の縮小が見込まれています。それは団塊世代の大量退

職だけではなく、国の規制による職員の削減が行われています。こういう視点や、あるい

は都市基盤の整備や更新の問題がございます。今まで培って積み上げてきた施設が老朽化

していく、あるいは耐用年数が来ている中においては、財政の問題だけではなく、区民の

活動、区民活動や安心・安全の問題まで関わってまいります。そして、やや堅い言葉です

が、内発的な発展というものも出たかと考えています。具体的には、今働いている職員の

方の政策を開発する力や、業務を運営する力、そしてモチベーションを上げてゆくという

こと。そして、民間の施設との有効な、あるいは効果的な連携を図ることや、民間の企業

や市民団体、地域団体、そしてそういった人たちの活力やあるいは市民１人１人の努力を

いかに組み合わせるかということであります。こういう議論を踏まえて、整理されたもの

としまして、１つは公共サービスとしての柔軟性や創造性、そしてオープンであること。

これは情報の透明性や共有、そして参加という視点です。 

 続きましては、ちょっと堅い言葉になるのですが、ファシリティマネジメント、いろん

な資産や施設をいかに効果的に管理や活用をしていくか。これはいわばストックの管理と

いう問題でございます。そして行政のマネジメントの基本的な姿勢はどうあるべきか、と

いうものでございます。今、申し上げました基本的な視点、見方というものを、骨子の中

に解きほぐして配置したというのが、お手元の資料の 後の部分になります「行財政運

営」分科会の内容でございます。 

 骨子の１番目としましては、「心の行き届いたサービスを受けられるまち」として、住

み続けたい、あるいは住んでみたいと思われる状況をつくる。そして、１人１人の満足感

を高めていく。こういうサービスを提供できる環境を創出する。能力を身につけていくと

いうことであります。 

 ２番目が、「誰もが区政を身近に感じ、参画できるまち」とさせていただきました。ま

ずは、区政の情報が共有されること。そして、知りたいと思ったときに素早く得られるこ
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と。その上で、行政・区民相互、あるいは区民相互でまちづくりのためにお互いの議論が

できる環境をつくっていくということであります。 

 ３番目は、「誰もが使いやすい公共施設のあるまち」といたしました。現在ある区立施

設というのは、いずれ修繕をするとか建て替えをするという問題に直面してまいります。

その場合には、負担の問題と、必要性を考慮して、全体のバランスをとらえた配置をして

いく。また運営に当たっては、区民や事業者の方の力をうまく活用し、あるいは連携をし

て行っていく。そして利用勝手のいい施設をつくっていくということでございます。 

 そして、 後に第４の骨子としましては、「信頼される行財政運営を推進するまち」と

しております。高齢化が進む中で、当然ながら福祉サービスなどにかかわってくる費用は

増してまいります。一方で、財政は大きく伸びるか、収入は伸びるかというと、決してそ

ういうわけではありません。そういった中で、必要なものは何なのか、絶えず点検評価し

つつ、１人１人の職員の人が創意工夫を凝らし、多様なサービスを区民に提供していく、

その上で信頼される業績を構築していく、というものを掲げております。 

 以上４点でございますが、まだまだその運営の方法や実現方法などでは、足りない面が

たくさんございます。これから行われるワークショップ等々で皆さまからのお知恵をいた

だければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（司会） 

 長野先生、ありがとうございました。これで一応５つの分科会の報告を終わります。先

生方、本当に短時間でのご報告で恐縮でございました。ありがとうございました。 

 それで、恐縮ですが、第２部といたしましては、パネルディスカッションという形をと

らせていただきます。壇上のセッティングをちょっとさせていただきますので、ここで

10 分ほど休憩とさせていただきます。お願いいたします。 

 

（休憩） 

 



 

 

 
15

３ パネルディスカッション 

～「新たなる基本構想を考える」～ 

（司会） 

 お待たせいたしました。それではただいまより「新たなる基本構想を考える」と題しま

したパネルディスカッションを開会いたします。皆さまにはもう既にお座りいただいてお

りますが、本日のパネリストの皆さまをご紹介させていただきます。 

 本日のゲストパネリストといたしまして、明治大学大学院教授で、本区の専門委員もお

願いしております青山佾先生でございます。 

（パネリスト：青山先生） 

 どうぞよろしく。 

（司会） 

 続きまして基本構想策定協議会で会長も務めております成澤廣修区長でございます。 

（パネリスト：成澤区長） 

 よろしくお願いします。 

（司会） 

 続きまして、基本構想策定協議会委員で、「コミュニティ・産業・文化」分科会座長を

お願いしております平田京子先生でございます。 

 続きまして「まちづくり・環境」分科会の座長でございます大森宣暁先生です。 

 続きまして「子育て・教育」分科会から区民委員でご参加いただいております森山義子

さんでございます。 

 続きまして「福祉・健康」分科会からのご参加です。区民委員の田村喜久子さんでござ

います。 

 続きまして、「コミュニティ・産業・文化」分科会から区民委員の小野一成さんでござ

います。 

 「行財政運営」分科会から区民委員の塚田淳一さんでございます。 

 後になりますが、本日のこのディスカッションについてのコーディネーターをお願い

してございます株式会社富士通総研シニアマネジングコンサルタントの佐々木央氏でござ
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います。 

 それでは佐々木様にバトンタッチさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 本日コーディネーターを務めさせていただきます佐々木と申します。本日のパネルディ

スカッションにつきましては、大きく２つに分けて、いろいろな協議、討議をしていただ

きたいと思っております。 

 １つ目は、テーマ１としまして、「文京区の強み・弱み」、強みといいますと、魅力とい

うふうに読み変えていただいても結構かと思います。弱み、これは、足りない部分という

ふうに読み変えていただいてもいいかと思います。これについて、まずいろいろな意見交

換をしていただきたいと思います。 

 続きまして、強み・弱みを踏まえまして、テーマ２としましては、強みをどのように磨

いていけばいいのか、あるいは弱みを改善するためには、どういうふうな取り組みを重点

的に進めていけばいいのかということにつきまして、また討議をしていただきたいという

ふうに考えております。今回大変短い時間でありますので、パネリストの皆さま方にご協

力いただきまして、時間どおり進行していただくようにご協力いただければと思います。 

 それでは 初にテーマ１「文京区の強み・弱み」につきまして、委員の代表の皆さま方、

さらに座長の代表の皆さま方からご意見を伺いたいと思います。お１人当たり今のところ

大体４分ぐらいで、短いとは思うのですが、４分ぐらいでまとめていただければと思いま

す。 

 それでは平田委員から順番にお話をお願いいたします。 

（パネリスト：平田座長） 

 「コミュニティ・産業・文化」分科会での「文京区の強み・弱み」ですが、まず地域コ

ミュニティとしましては、強みとして 23 区の中で１番犯罪が少なく、治安のいい町であ

るというのは、多分皆さん共通だと思います。あと町会組織が比較的まとまっていること

などがありますが、やはり隣人の顔がわからないなどのコミュニティの希薄化、それから

産業振興では、にぎわいはあるのですが、やはり歯抜け状態の商店街、それから地場産業

が減少している、商店会に加盟しなくなっているといったことがあります。 

 強みと弱みそれぞれあるのですが、生涯学習は強みが非常にあり、ここはやはり教育機
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関が多く、施設も充実して、強みを特に発揮できるところということは意見が一致してい

ました。ただし教育機関は多いのですが、体系的なカリキュラムがまだ構築し切れていな

いということで、これまでのところで出てきた共通の課題というのは、やはり人材を育て

ること、それから情報発信をもっと強めること、それからリンクしていくことですね。こ

の３つが多分出てきています。 

 また、文化振興に関しては、歴史的な文化遺産が豊富であるという意見もあるのですが、

現存している歴史的なものが少ない。それからスポーツ振興では、人材がまだ十分に育っ

ていない。人材育成をしているけれども、特に人材育成に力を入れていく必要があるとい

うことが出ていました。 

 また、観光などでは、都心でありながらいいところがあるということで、花の五大祭り

などが上げられるのですが、区外への知名度が低いという課題も抱えています。また外国

人観光客に対するインフラ整備なども不十分だという弱みもあります。 

 また交流などでは、姉妹都市であるカイザースラウテルン市の知名度がちょっと少ない

とか、そういうことが弱みとして上がっていましたので、こうした１つ１つを押さえなが

ら、先ほど申し上げた人材、情報、リンクといったことは、課題として上がっておりまし

た。以上です。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。続きまして大森座長、お願いいたします。 

（パネリスト：大森座長） 

 一応私は「まちづくり・環境」の分野からということだと思いますが、まず 初、ちょ

っと個人的な話で恐縮ですが、私は、20 歳頃から 15 年間ぐらい文京区民でありました。

３年ほど前から、家庭の事情で栃木県の宇都宮に住んでおりまして、職場は文京区本郷で

すが、毎日新幹線通勤をしております。宇都宮に行って、文京区のまちのよさをいろいろ

実感しているところでございます。もちろん宇都宮も大変すばらしい、魅力のあるまちで、

一度来て餃子を食べて、ジャズを聞いてカクテルを飲んでいただきたいと思うのですが。 

 ということで、まずは強みの方ですが、位置といいますか、文京区の立地自体ですよね。

東京の都心の山手線の真ん中にありまして、交通の便が非常によい。どこに行くにもアク

セスがよいということでありまして、私も小石川のあたりに住んでいたのですが、半径

500 メートルから１キロぐらいで毎日生活が成り立っておりました。歩いて暮らせるまち、
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車が要らないまちというところが、非常に強みだと思います。宇都宮は、車がないと生活

できない。今私が住んでいるところは、１番近いスーパーが１キロ離れておりまして、１

番困るのが、夜、家でお酒を飲んでいるときに、もう１本ビールを飲みたいときに、買い

にいくのが非常に難しいんですよね。 

 ということもございますが、「まちづくり・環境」の分科会の方では、いろいろ出た強

みとか弱みがありますが、その前に１つ、私はこの基本構想だけではなくて、文京区の都

市マスタープランの改定を今同時に行っているのですが、そちらも委員として参加させて

いただいております。都市計画に関する基本的な方針を決めるというものです。都市マス

タープランの、いわゆるまちづくりの基本方針ですが、そちらの方でも、文京区の魅力を

生かそうという視点で、現在進めているところでございます。 

 魅力はたくさんあると思いますが、文化財がたくさんあるとか、教育施設が充実してい

るとか、緑も多い。都心にありながら大変良好な住宅地があります。一方で、東京ドーム

シティなど、レジャーを行う施設もたくさんございますし、また下町的な情緒あふれるま

ちもあると。そういう多様な特徴を持った地域から構成されているというようなところが

強みだと思います。 

 弱みは、余り思いつかないのですが、例えば、まだまだ木造密集の市街地、住宅が建っ

ているところもございますので、災害対策を進めなければいけないとか、近年高層マンシ

ョンがたくさん建っておりまして、住環境、もともと住んでいた人との関係もございます

し、新しく入ってきた人とのコミュニティの形成が、もう少しうまくいくといいのではな

いかということもございますし、あとは、私も子育て中なのですが、子どもが安全に遊べ

る場所というのが、余り今のところないのではないかということを感じております。ほか

にもあるとは思いますが、私からはとりあえずこのぐらいで終わります。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。今、平田座長と大森座長に発表していただきましたが、続きま

して、区民委員の皆さま方に発表していただきたいと思います。「子育て・教育」分科会

の区民委員ということで、森山委員、発表をよろしくお願いいたします。 

（パネリスト：森山委員） 

 森山でございます。よろしくお願いいたします。私は大森先生と全く同意見で、文京区

の強みは何かというと、やっぱり都心に近い住宅地だということではないかと思います。
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都心に勤めながら子どもを育てるのに、こんなにいい環境はないのではないかと思います。

これは私の体験ですが、私も５年前に東京で働くということで東京に引っ越してくるとい

うことになったのですが、そこで、アパートを探さなければいけないというので、一生懸

命リサーチをしまして、どこで子どもを育てながら、保育園に入れるかと。保育園の空き

がないと入れませんので、空いていてかつ良いところというので、徹底的に探した結果、

私のリサーチでは文京区が１番だということで、文京区に狙いを絞ってここに転入してき

ました。 

 その後、では何でここに家を買うことになったかというと、やっぱり皆さん、人がすば

らしいんですね。一緒に保育園に行っているお父さん・お母さんが、一生懸命子どものこ

とを考えています。保育園が、環境が、よくなるためにどうすればいいのかということを

一生懸命考えて、区政も応援しようとしています。やはり文京区の強みというのは、都心

に近い住宅地で、そこに住んでいる人が、入ってきている人もそうですし、そういうふう

に保育園の活動なんかを通じて、もとからいる方と一緒に、いろんな活動を広げていって

います。私自身もそうです。これ子どもがいなかったら、私は、きっとこういうところに

出てくることは一切あり得ず、何でこういうことになっているかというと、たまたま父母

会の役員をさせられてしまったというのが現状で、そこからこんなところまで上ってくる

ようになってしまったのですが、そういう中で、何を学んだかというと、やはり自分だけ

では生きていけないんだなという、まちの方にも、やはり子どもを育てるに当たっては、

みんなで育てるという意識が必要なんだと。子どもは、１人自分の子どもだけ育てばいい

というのではなくて、地域全体で子どもを育てていくという気持ちが必要だと。自分の子

どもも他人の子どもも同じようにしかる。あるいは道を歩いていて、よその子でも何かお

かしいなと思ったらちょっと声をかけてみると。そういう環境になれる視点化ということ

が大事なんだなと思いました。やはり、文京区の強みとして、そこを伸ばすのが１番だと

私は思っています。 

 この基本構想の委員をというお話をいただいたときに、どうしてこういうところに出て

こようと思ったかというと、文京区が、もっといいまちになるためにはどういうふうにす

ればいいのか。私も少しでもお手伝いできるかしらということで出てきたのですが、その

中でやはり基本構想というと、区の中で１番の上位ということで、先ほどご説明がありま

したが、そういうところで、ではもっと文京区をよくしていくにはどうすればいいのか。

やっぱり夢が欲しいなと。文京区は、子育てと、やはり教育が強みなので、そこをもっと
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伸ばす政策を、夢のある政策をもっと掲げられるといいなと思いました。 

 例えば少人数学級を導入するとか、待機児童をなくすとか。保育園の空きがあったら、

入ってくる家庭はたくさんあると思うんですよ。転入してくるときに探して、保育園があ

るから入る、引っ越してくるという人がたくさんいると思うんですね。それだけではなく

て、やはり教育が充実しているからということで入ってこられる方もたくさんいらっしゃ

ると思います。その中で、そういう方をどんどん呼び込んでいき、もっといいまちにして

いき、人口も増やし、収入も増やし、さらにまたそういう中で、まち自身も活性化してい

くと思います。子どものバギーを押しながら遠くに買い物に行けませんので、やはり地域

で買い物したい。そうすると地域の商業もどんどん発展していくと思います。また、先ほ

ど言ったように小学校のＰＴＡとか、保育園、幼稚園の父母会なんかの活動を通じて、地

域の方ともつながりを持てます。一緒になってこの地域をどういうふうにしていったらい

いのかということを考えていったりすることができます。そういうところでどんどん文京

区の魅力を増していくのが１番いいと思いました。 

 そう思ってこの「子育て・教育」分科会ということでいろいろ意見も出させていただい

たつもりなんですが、なかなか区の職員の方に、反対ではないんですが、ちょっとこの計

画はどうかしらと言われることが多かったのが、今回非常に残念でした。せっかく区民参

画ということで参加させていただいているにもかかわらず、何か、少人数学級をやりまし

ょうよと言うと、「いや、それは教育委員会でできないことになっています。だめです」。

例えばそれではもっと青少年の居場所を増やすということもあり、図書館で若者のアルバ

イトをさせてもらったらどうですかということを話したら、「いや、今ボランティアがい

るのでそれはちょっと難しいです」という。１つずつそういうふうに反対されてしまうん

ですね。 

 この場というのは、そういうものではないと私は思っていたんです。何かやって、もち

ろんできることとできないことがあると思うんですが、その案が本当にいいのかどうかを

まず検討し、で、それをやるためには何が障害になって、どうすればできるのか、あるい

はどういう問題があるからできないのかということを話し合う場だと思っていたんですね。

それができずに、１つずつそうやって反対されていってしまったというのは、非常に残念

です。 

 今回この場をかりて、文京区として、もっと区民参画の本当の意味、こういうところに

ただ委員をそろえるだけではなくて、もう少しそういう具体的な話ができるような関係に
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なれるといいなと思います。それには我々ももちろん過去にいろいろとお願いをしてきた

ということもあって、区の方もちょっと、また何を言われるのかということで引いていら

したところもあると思うんですが、我々もやはり要求するばかりではなくて、協力できる

ところは協力するということで、もちろんできないということで何かできないんだったら、

そこの意見はむしろ伺うという姿勢になるように一生懸命頑張りますので、区の方もその

ように反対ばかりではなくて、一緒に考えるということをやっていただけるといいなと思

います。以上です。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。続きまして、区民委員で、これからの３名の方は、今回の基本

構想の策定で特徴的な取り組みだと思うんですが、区民の皆さま方から無作為抽出で選ば

れて策定に参加されている、本当に生活者の視点からということで、熱く語っていただき

たいと思います。 

 まず「福祉・健康」分科会の田村委員、お願いいたします。 

（パネリスト：田村委員） 

 本駒込から参りました田村と申します。私も今ご紹介いただきましたように、無作為抽

選というか、ある日突然文京区の方からラブレター、先ほど区長さんはそのようにおっし

ゃったと思いますが、ラブレターが参りました。よくよく読んでみると、すごい大変なこ

とに関わらせていただけるチャンスがそこにあることに気づき、これはすごいなというふ

うに思って、そのままラブレターへのお返事を書かせていただきまして、ただいまここに

存在しているというわけです。 

 私は、もう既に文京区に住みまして 30 年になるかなと思います。また田村家は、実は

100 年ぐらい文京区に住んでおりまして、主人で３代目になりますので、多分文京区の中

でも非常に古い住民の１人かなと思っております。 

 今回担当させていただきましたのが、「健康・福祉」の分科会でした。私が住んでいま

す本駒込を見回してみても、非常に高齢者が多い。その高齢者がいきいきと自分らしく暮

らせるまちに文京区がなってもらえれば、本当にうれしいと。余生短い私も希望が持てる。

年をとると希望を持つというのは、とても少なくなりますので、その中で希望が持てると

いうことはとてもうれしいことだと。もうまさしく生きる力につながるような気がします。 

 「福祉・健康」の分科会は、５つの分野でいろんなお話し合いをさせていただいてまい
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りました。高齢者福祉、障害者福祉、健康づくりというのはイメージできるのですが、生

活福祉とか、生活衛生環境などといいますと、イメージすらできないので、まずはその説

明をしていただくというところから入ったような気がいたします。まずは、知るというこ

とからでした。 

 その結果、生活福祉というのは、生活保護ですとか、ホームレスという方たちの関係す

るところなんですが、ホームレスというのは非常に少ない。恐らく都内でも１、２を争う

くらい少ないということをお聞きして、これは強みなのではないかというふうに思います。

で、生活衛生環境というのはどういう分野かというと、動物、犬とか猫。それから食に関

する問題。それから健康の危機管理。今、はやっている新型インフルエンザなどもこの分

野だということをお聞きいたしました。 

 それぞれにそれぞれの強み、弱みというのはあるのですが、それを言っていると長くな

ってしまいます。共通項として、今までにもいろんな先生方の、あるいは座長の方のお話

の中にも出てきていますが、非常に大学が多い。この大学が多いというのは強みでもあり、

弱みでもあるのではないかと思っています。２つ目には、高学歴の方が多く、知的程度が

非常に高い。これもわたしはすばらしい財産であり、弱みでもあるのではないのかなと思

っています。 

 基本的にはとても生活しやすい、安心、安全のまちであるのではないかなと、私自身は

30 年文京区に住んで、文京区は非常に気に入っております。 

 小さな問題は確かにあると思います。例えば文京区は坂が多い。バリアフリーにするに

は難しい。坂をブルドーザーでこそげ取るにはいきませんので、恐らく文京のまちは永遠

にバリアフリーにはならないと思います。でも、一方景観が美しいという強みになるよう

に、個々の問題はありますが、大きく問題となるものはない、とても幸せなまちではない

かと私は思っております。以上です。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。続きまして「コミュニティ・産業・文化」の分科会から、これ

も無作為抽出の区民委員でいらっしゃいます小野さん、お願いいたします。 

（パネリスト：小野委員） 

 小野でございます。私は文京区で生まれまして、もうかれこれ 80 年近くなりますが、

私の父親は神田で、母親は深川でございますが、昭和の初めにこちらに越してまいりまし
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た。そして、戦災で５年ばかり地方に行って、また戻ってきたわけでございますが、生ま

れてからずっと住んでおります。 

 文京区というところは、大変おもしろいところで、私も生まれ育った経験から申します

と、山の手と下町が一緒になっているようなところがあります。同じ地域の中に、山の手

地区気質と下町地区気質が混じっていると、そういう特徴がありまして、そのほか、割合

やはり皆さんが長いことお住みなっていらっしゃる。大体 80 年ぐらい私のうちは住んで

いるのですが、こんなのは自慢にもならないので、百何十年というのがうちの近所に何軒

もございます。それだけやはり居心地がいいんじゃないかと思うんですが。明治の文学な

んかを読んでみますと、小石川・本郷辺を舞台にしたものが出てまいりますが、それを読

んで感じることは、今の文京区と余り変わらない。だから昔から変わらないで、ずっと昔

の感覚を持ち続けていたのではないかと思います。これは文京区の強みと言ってもいいん

だろうと思います。 

 ところがそれは、また逆に弱みになるのかもしれません。家の近所の古い商店が、どん

どん店を閉じております。それと、主人が死ぬと、相続の税金が嫌というほどかかってき

て、遺族が維持し切れなくなる。特に不動産なんか持っているとどうにもならないので、

それを処分してどこかに行くと。その後細かく分割して、小さな家がたくさん建つと。こ

れがいいことか悪いことかわかりませんが、そういうふうになってしまって、古い家の人

が住み続けられなくなる。なまじいい場所だけに、そういうふうな俗な問題がかかってき

て、皆さん困っておられるようです。これは逆に文京区の弱みとも言えるのではないかと

思うんです。 

 それから、文京区というのは、今、申しましたように、古い、歴史遺産みたいなものが

たくさんある。文化的な遺産がたくさんありますが、どうも、それに安住してしまって、

その上にあぐらをかいているようなところがある。もっともこれは、歴史的な、ヒストリ

カルポイントなんていうのは、もっとみんなに広く知らせなければいけないのに、どうも

その辺は、努力がまだまだ足りていないような気がしているわけでございます。 

 そのかわり、とにかくいいところで、よく話し合うのですが、この近所だったら１銭も

金を持たないで１カ月は暮らせるなと。そのくらいコミュニティが濃密になって、そうい

う社会が残っている。こういう気質はやっぱりずっと持ち続けていかなければいけないの

ではないかと考えます。そういう意味で、強みも弱みも裏表みたいなところがあるのです

が、文京区の特色をいつも感じている次第です。 
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（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。それでは 後に「行財政運営」分科会から、こちらも無作為抽

出の委員でいらっしゃいます塚田さん、よろしくお願いいたします。 

（パネリスト：塚田委員） 

 塚田です。よろしくお願いします。ふだん職人として働いているので、皆さまの前で話

すのは余りなれていないので、先ほど司会者の方からも時間を短めにというので、あとは、

慣れた区長の方にお願いしたいと思うので、強み・弱みというのはふだん余り考えていな

いんですが、文京区というのは、私は生まれてから高校まで文京区に暮らしていたのです

が、ＪＲですが、駅が１つもないのはちょっと悲しいかなと。あと坂が多くて、幼稚園と

小学校と中学校ぐらいまでは必ずどこに行っても坂があったというのが記憶にあって、足

腰だけは少し鍛えられたのですが、もうこの年になってくると、腰が痛くなって、逆にこ

の坂がきついなと。早いとこ区長さんにお願いして、坂をなくしていただきたいと、そう

思っているところです。そのぐらいでよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。 

 ６人の各分科会からの代表の方、熱く語っていただきましたが、これらを踏まえまして、

自治体のさまざまな政策に精通されております青山先生から、まずは文京区の強み・弱み

についてご意見を賜りたいと思います。 

（パネリスト：青山先生） 

 具体的な、それぞれの分野の強み・弱みについては、皆さんからお話があったとおりだ

と思います。私は、都庁に 36 年勤務していましたが、東京には 62 の区市町村があります。

それぞれ本当に違うなと思うことが多いわけです。やはり 23 区の中でも文京区というの

は非常に目立つ区なんですね。はっきり言ってイメージがいいです。名前もいいですけど、

イメージもいいです。私は、23 区を比較するのによく使う数字があるのですが、その数

字で比較しなくてもいいんですが、道路面積率、公園面積率、就学援助率の３つです。文

京区の強み・弱みと聞かれると、私はそれを連想してしまうんですが、道路面積率でいう

と、文京区は、私の持っている数字だと 17.1％で、23 区の 15.9％よりちょっといいんで

すね。これは比較的広い道路がかなり早い時期に整備されたという、都心部の強みだと思

います。ほとんど避難路もないような周辺区で、これから住んでいる方にどいていただい
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て道路をつくっていくというのは、大変なことでして、基本的な部分はできているという

のは、これは強みだと思います。 

 公園面積率は 23 区全体で 6.1％なんですが、文京区は、私の持っている数字だと 4.6％

なんですが、これは目白台ができるので、飛躍的に上がるんだと思いますので、これも遜

色ないということになるし、そもそもこの話をさっき成澤区長に言いましたら、いや、緑

被率は高いと。それは確かにそうなんですよね。東大とか、小石川植物園とか、いろいろ

な庭園とか、いわゆる公園として扱われない部分の緑が非常に多い。これは強みだと思い

ます。 

 就学援助率というのは、公立学校に通っている児童生徒に対して、生活保護基準だと生

保の対象にならないんですが、境界線を上げて、もうちょっと収入があっても、給食費等

を公的に補助するという、そういう対象になっている家庭がどの程度あるかということで

すが、公立小中学校に通っている子のうち、大体２割かそれ以下でして、これは３割とか

４割とかの区も結構ありますので、この面から見ると低所得者が比較的少ないということ

だと思います。それぞれどれが強みか弱みかということは別として、数字で見るとそうい

う特徴を持っているんですね。 

 文京区の強みについてもう１つ思うのは、こういう基本構想の決め方ができることが強

みだと思いますね。先ほどお話がありましたが、無作為抽出で区民の中から選んで、こう

いう基本構想の委員会が成立してしまう。これは日本ではほかにないですよ。こういう自

治のやり方というのを区民の皆さんがつくってきた。私はこれが文京区の１番の強みだと

思います。しかも会長を区長がやってしまう。区長がやるというのは、ある意味では１番、

議会制民主主義が生きているんだと思いますね。先ほど冒頭に区長があいさつで言ったよ

うに、基本構想というのは、地方自治法でそれぞれの自治体で基本構想をつくることが義

務づけられていて、それは議会の議決を経る必要があるんですね。ですから、そういう意

味では、区長が会長を務めて、基本構想をつくって議会に提案するというのは、議会に対

して も責任を持つ姿勢を区が持っているということで、議会制民主主義というのは民主

主義の基本ですから、そういうそれぞれのシステムが機能しているということだと思いま

す。 

 さらにこういう形で、無作為抽出による区民参加で、しかも本日のシンポジウムもこう

やって台風が来て雨が降っているこういうときに、これだけの方がこういうところに集ま

るというやり方は、やはり区民の皆さんが区の基本的な基本構想を決めるプロセスで責任
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を持っているということだと思います。基本構想のどこかでもそういう話を、議論なさっ

ているんだと思いますが、やはり責任ある区民像、責任ある市民像を要求するということ

は、すごく大切なことです。 

オバマ大統領がいいとは言いませんが、オバマが今年の１月の就任演説で、責任ある

市民というのを求めました。 

 ちょうどそのころ私、ニューヨークのハーレムの小学校を訪問したら、たまたまですが、

その小学校で、教室に行ったら、小学校１年生のクラスで、レスポンシビリティって書い

て、レスポンシビリティとは何かという授業をちょうどやっていたんですよね。小学校で

すから、もちろんその中身は、人の話をきちんと聞くとか、約束を守るとか、時間を守る

とか、そういうたぐいなのですが、責任ある市民像というのを教えていくというのは、将

来にわたって、民主主義を守っていく上で、非常に大切なことだと思います。 

 そういうことが、少なくともこの基本構想ではいきなり３ページ目からおせっかいとい

うのが出てきて、これはまさに責任ある市民像でいうところの自助・共助・公助の、その

きちんと自助・共助・公助をやっていくということを非常にいい表現で、おせっかいとい

う言葉が 初に出てくるというのは、非常に文京区らしいなと。これができるのが文京区

であって、これが文京区の 大の強みだと、そう思います。 

 後の方の「行財政運営」のところで、そういう文京区の運営をしていくんだというこ

とが、書いてあるのですが、もっと鮮明にあらわれるといいなあと、そう思います。少な

くとも、言葉で文京区の条例にあるような協働とか協治とかガバナンスとか、そういう新

しい概念を、何らかの形でもっと鮮明に打ち出していくと、文京区の強みがさらに基本構

想にあらわれるのではないかと、そう思います。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

ありがとうございます。続きまして、成澤区長からご意見をいただきたいと思います。 

（パネリスト：成澤区長） 

 塚田委員は、例えばＪＲがない、坂が多いというのを弱みとしておっしゃいましたが、

実はこれは強みでもあるんですね。例えば、文京区が刑法犯の件数が も少ないというの

は、ＪＲの駅があれば、必ずその駅前に繁華街が起きて、それが犯罪を誘発すると。逆を

返せばＪＲの駅が少なければ少ないほど犯罪から青少年を守ることができる。これは表と

裏の関係に当然あるんです。坂があるというのも、文京区で、がけを全部崩して平地にし
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て、坂がなかったと、仮にしたら、明治の近代文化がこの地で花開いていないんですね。

ですからこの「文の京」はできていないということになるわけですね。これはやはり表と

裏があって、そのことを僕に言えというので、塚田さんは振ったんだろうと思います。 

 我々が目指すべき自治体像というのは、僕がよく言っているのは、「住んでいてよかっ

た」、「これからも住み続けたい」、そして、ほかの自治体から、「文京区を選んで住んでみ

たい」という、３つの要素が重なるような、選ばれる自治体になろうというのが常々申し

上げていることです。その意味では、先ほど森山さんには、選んでここに入ってきたんだ

というお話をしていただきましたが、そういった人たちがこれからも増えていくような将

来像を描いていくというのが、今回の基本構想改定の 大の目的でもあるというふうには

申し上げておきたいと思います。 

 今青山先生にも幾つか言っていただきましたが、いわゆる今回のこの基本構想の改定は、

実は企てであります。企てというと、何か悪巧みみたいな印象があるかもしれませんが、

区民の責任、区民の力、そして行政が、私が常々申し上げている対立と調整から、信頼と

対話の区政に行政自身も生まれ変わることができるかどうかといったところが、この基本

構想の改定によって試されているというふうに思います。試されているのは、私たち行政

だけではなくて、区民の皆さんも試されているんだと。そういう意味で、今回の改定の作

業は、大いなる企てだというふうに僕は常々申し上げていて、飲み会の場では、このメン

バーにもそんなような話をしたことがあるのですが、そこから導き出された 終的な結論

を、基本構想としてまとめるために、この後ワークショップが予定されていますので、地

域別と課題別のワークショップでは、強いご意見もいただくこともあるというふうに思い

ます。 

 本日の話の中で、是非そういう方向に向けて、私たちが、前向きに、１歩前に踏み出す

ための基本構想なんだと。これは、私がその企てをしようと思わなければ、マニフェスト

にも、基本構想の改定には触れないというやり方は当然あり得ますし、今まである現行の

基本構想のままで、議会の議決を必要としない３年間の実施計画を、ひたすらローリング

を続けていって、基本構想は 10 年と言ったけども、どうやら中身を見ると、この程度な

ら 20 年ぐらいもちそうなので、改定をする意志がないと結論を出しましたと言って、ロ

ーリングだけするというやり方もあるんですね。あるんですが、今回それを選択せずに、

１歩前に出ている作業なんだということを、皆さんにお伝えしたいと思うし、その観点で

今後のワークショップ等にも臨んでいきたいというふうに思っています。 
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（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。「文京区の強み・弱み」を発表していただきまして、それに対

してのご意見をいただきました。 

 続きまして、テーマ２に移らせていただきます。予定よりも、時計を見ると、びっくり

するぐらい時間が進んでおりますが、強み・弱みを受けまして、それぞれの分野で「重点

的に進めるべき基本的取組」につきまして、また先ほどと同様の順番でお話しいただきた

いのですが、想定よりも時間を短く、これはというところに焦点を絞って、２～３分でお

話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

（パネリスト：平田座長） 

 今のお話を聞いていまして、基本的取組は、本当は具体的なところをお話ししなくては

いけないのかもしれないのですが、この分科会、それからこれに携わっている文京区企画

課の皆さんのいろんな気持ちを拝見していますと、共通しているものを言った方がいいの

かなと思いましたので、ここではちょっと簡単に、共通しているものを言います。 

 重点的に進めるべき課題は、人という財産が文京区にたくさん眠っているということで

すね。私たちはお金とかは財産としてカウントするのですが、森山委員もおっしゃってい

たように、住みたくなるような気持ちになるというのは、実は人も大きくかかわっていま

す。それで、本日午後に町会の方とお話をしてきて、その方たちのすばらしかったのは、

いろんな交流のアイデアを実践して、下町の方だったのですが、地域コミュニティを活性

化するためにいろんなことをしていらっしゃるのですが、こうした１人でも多くの優れた

リーダーをつくること。これが多分文京区の１番重点的にすべきことなのではないか。い

ろんな基盤を持っているので、これからは人を育てることかなと思います。 

 それからあと、夢は、みんなどの分科会も詰まっていまして、たくさんあるんですが、

やはり文京区はお財布に上限がありますので、お財布と相談して、ではこれから何をして

いくかということになるのですが、それはできるだけお金をかけなくてたくさんやること

にかけた方がいいと思っていまして、それにはやはり情報ツールを生かしていくことかな

と。旭山動物園がお金をかけないであれだけ人気を博す動物園に変わっていったのも、お

金は決してかけていないと思うんですね。そうしたことをいろんな 近のツールを使いな

がら、そして人という財産を使いながら伸びていくことかなと思います。 

 それからもう１つ強調したいのは、やはりその中で、既に皆さんはお持ちなのですが、

文京区の方々とご一緒して思ったことは、住民の方々がやはり責任ある考え方をされてい
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るということで、これは本当に大事にすべきですし、それから夢を語っているばかりでは

なくて、どこまでの責任を果たせるのかを口に出していくことではないかと思っています。

このような３つが重要と考えております。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 平田座長、ありがとうございます。続きまして、大森座長、お願いいたします。 

（パネリスト：大森座長） 

 「まちづくり・環境」の視点からということで、３点ほど短くお話ししたいと思います。

１点目は、青山先生もおっしゃいましたように、都市のインフラ、ハードの面は、かなり

整備が進んでおりますので、今後はより、特にソフトの方の取り組み、この人口減少、少

子高齢化、そして低炭素社会を目指して、持続可能なまちをつくっていこうというときに、

人々のそちらの方向への意識の改革というか、向上ですとか、環境も災害対策も防犯もそ

うですが、意識改革、コミュニティの形成など、その辺がまちづくりの面でも重要になっ

てくると思います。 

 ２つ目が、住み続けたい、住みたいというようなお話がたくさん出ておりますが、さら

に住んでいる人だけではなく、私が思いますのは、文京区で働いている人ですね。私もそ

の１人ですが。また、訪れる人にとっても、魅力的なまちをつくっていくべきだと思いま

す。 

 ３点目は、青山先生、区長、皆さんの方からもお話がありましたように、今回の基本構

想のつくり方のように、区民が、行政が何かやってくれるのを待つのではなく、区民がみ

ずから積極的にまちづくりに参画していくのだという意識を持ってもらうことが、 も重

要ではないかと思います。ただ、２点目のところにも関係しますが、できれば個人的に、

住んでいる方だけではなくて、住んでいなくても働いている方とか訪れる方というのも、

この基本構想の策定に関与していただいてもいいのではないかと思います。以上で終わり

ます。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。続きまして、森山委員、お願いいたします。 

（パネリスト：森山委員） 

 私は基本的取組というのは、先ほども申し上げましたように、やはり文京区は子育て日
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本一と言われるような区になってほしい。そういう夢のある政策をここで入れたいなとい

うふうに思います。スローガンでもいいと思うんですよ。とにかくそちらに向かおうとい

う夢がやはり欲しいなと。今ちょっと、残念ながら、この「子育て・教育」分科会の基本

的取組は、何か 10 年前でも 10 年後でも大丈夫かなという感じにどうしてもなってしまっ

ているので、そうではなくて、もっと具体的に、ここで子どもを育てたい、ここで子ども

を学校に行かせたいというふうに思えるような政策を、もう少し詰めていけたらなという

ふうに思います。それには、どうしても職員の方の協力も欠かせません。本当に、責任あ

る区民として、どこに問題があって、なぜそれができないのかというのをはっきりおっし

ゃっていただきたいですね。情報も提供していただきたいし、話し合いたいと思っていま

す。今まで、ご存じかもしれませんが、文京区では、保育園の民営化の問題もありました

し、小学校の将来ビジョンの問題もありました。そういう場に出ていって、我々は戦おう

と思って出ていっているわけではないんですね。話し合いたいと思って、本当に何ができ

て、何ができないか、話し合って、どういう方向に行けばいいのかということを話し合い

たいと思って出てきています。それに対して、何かライフルを持ってきて撃ち落とすよう

なことではなくて、もう少し友好的にしていただけるとうれしいと思います。 

 あともう１つ、民間の活力の活用ということをよく言われるのですが、確かに民間でい

ろんな知恵があって、それも大いに活用していくのはいいと思うのですが、どうしても保

育の分野、あるいは福祉の分野もそうかもしれませんが、特に保育は、相手が自分からし

ゃべれない子どもだったりするので、非常に難しい部分があると思うんです。そこはご理

解いただきたいと思います。 

 今、文京区では何が起こっているかというと、保育のコストがどうしてもかかってしま

う。待機児童が増えるということで、新設の私立の保育園ができたりしているのですが、

そういうところで、１年間の契約社員の先生が、園長先生以下みんな１年間の契約社員だ

ったりするんですね。そうすると、毎年４月になれば、先生が全部、全部とは言いません

が、８割９割変わってしまったりするので、４月になると先生は物がどこにあるかもわか

らないような状況になっていたりするんですね。それはやはり子どもを育てる環境として

は非常に厳しいところがあります。確かにコストはかかるというのもあるのですが、保育

にかかるというのは、幼稚園もそうなんですが、コストというよりは、将来の人間を育て

る投資なんですね。コストではなくても、投資という夢を持って接していただければと思

います。我々もそれに対しては、これをやってくれ、やってくれと言うだけではなくて、
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協力できる部分はやりたいと思っていますので、そこを話し合って、解決を見つけるよう

な方向で行かせていただければいいなと思います。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。続きまして、田村委員、お願いいたします。 

（パネリスト：田村委員） 

 今回の作業をやらせていただいている中で、すごく気がついたことが１つあります。そ

れは、日本はすごい成熟社会なんだということです。どういうことかというと、決してど

こからもいきいきと自分らしく暮らせることというのは、降ってわいてはこない。だれか

が持ってきてくれるものではないということです。 

 高齢者福祉の具体的内容の中に、自助・互助・共助・公助という４つのことがあります。

ほかの分野でも入っているのですが、この「福祉・健康」のジャンルでは、互助というの

が加わって４つになっているんですね。この４つの役割分担を、それぞれの立場の人たち

がきちんとやり遂げることが、この成熟社会の中でより豊かな暮らしを求められることな

のではないかと私は思いました。共助・公助に関しては、ちょっと私たちの手の出る分野

ではないのではないかと思います。私たち区民が、よりよい豊かな暮らしをしていくため

に大切なのは、この自助と互助の部分ではないかと思います。その中で、先ほどいいリー

ダーが必要と。人を育てるというお話がありました。先ほど私は、強みの中で、知的財産

というんでしょうか、すばらしい知力を持った区民がたくさんいると申しました。この知

力を大いに活用することができるのではないかというふうに思います。 

 すごく感じていることは、区がやっているリーダー養成講座のようなものは、物すごく

中途半端で、とてもリーダーとして活動できる養成はされていないと思います。そうでは

なくて、そこを修了したときには、リーダーとして活動できる人が育つような内容のリー

ダー講習をしっかりと、知的財産を区の方でうまく活用していただくことによって、この

互助・自助というのがうまく作動していくのではないかということと、仕組みをしっかり

とつくっていくことが物すごく大切なのではないかというふうに、この仕事をさせていた

だきながら、私は感じました。 

 ボランティアという言葉がよく出てきますが、ボランティアほど無責任なものもまたな

いというふうに私は思っています。そのボランティアに責任をきちんと持たせていけるの

が優秀なリーダーの存在、そういった仕組みがきちっとできることによって、ボランティ
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アのよりよい活躍も期待できていくのではないかと、そういった仕組みをうまくつくるこ

とで本当にこの高齢者福祉、障害者福祉、健康づくり、その他福祉に関する分野というの

は、ものすごく変わってくるのではないかというのが私の感想です。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。続きまして小野委員、お願いいたします。 

（パネリスト：小野委員） 

 何というか、コミュニティの問題なんかを見ていきますと、皆さん文京区は住みやすい

と言われる。住みやすいというのは、なぜそうなのかというのはちょっと考えるのですが、

それはやはり住んでいる人と人との間の結びつき、これがあるんですが、その結びつきそ

のものが、極めて緩やかな結びつきであるためではないかと思います。これは、我々は疎

開していて、こんなことを言うと怒られそうなんですが、地方に行きますと、地方の人の

間の結びつきというのは非常に強い。強いだけに、そこの輪に入れない人間は、結局、は

じかれてしまうということがありまして、文京区が住みやすいというのは、その結びつき

が比較的緩く、そうかといって全然ないわけではない。そういう構成ができ上がっている

ためではないかと思います。これは、何かいいかげんなようですけど、非常に大事なこと

で、人間はいつも肩ひじ張っては暮らしていけないので、やはり一見何でもないようでい

て、何でもあるというコミュニティ関係ができ上がっているのが、これは文京区の特徴で、

これは非常に貴重なことだと私は思っております。以上です。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。 後に塚田委員、お願いいたします。 

（パネリスト：塚田委員） 

 私の出させていただいている「行財政運営」ですが、すごく難しいところなので、いろ

いろ勉強させていただいて、この 100 年に１度のこの不況という中で、私の家も仕事がな

くて大変困っているので、行財政運営の中で書かれているような、限られた資源の中で有

効に使うということが１番重要な課題だと思います。そのところを区長、よろしくお願い

いたします。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 ありがとうございます。「重点的に進めるべき基本的取組」につきまして、６人の皆さ
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まに発表いただきました。これらの発表を踏まえまして、 後に青山先生から総括的なご

意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（パネリスト：青山先生） 

 どうもありがとうございました。聞いていて、非常に心強かったです。皆さん、文京区

の基本構想をどうつくっていくかということに対して、熱意とか、いろいろ議論なさって

きたという様子が具体的に伝わってきました。 

 何を重点的に進めるべきかということは、皆さんが決めるべきことですから、ここにお

せっかいをしろと書いてありますが、私がそこまでおせっかいはしなくて、これからどう

いう視点が必要かという話をさせていただきたいと思います。 

 まず分権なんですが、これは間違いなく進みます。ただ今までどうも、分権論議という

と、何か国の権限を自治体に分けるのが分権みたいに受け取られているのですが、それは

全然違うと思うんですね。地域で、生活をこうしたいというふうに考えた場合に、それが

できるようにするのが必要なので、そういう意味では、地域主権という言葉の方が私はい

いと、そう思っているのですが。福沢諭吉 1870 年ぐらいに『分権論』を著していて、今

言っているように政府から分けるのではなくて、 初から福祉は自治体がやるとか、外交

は国がやるとかいうのが分権論だったので、少しずつ分けていくという分権ではないんで

すよね。日本語が違うんだと私は思います。 

 そういう観点から具体的に言うと、例えば、公立学校なんか、今、非常に中央集権的に

決められているのですが、実は例えば 23 区の区長会が要求しているように、教員の人事

権は基礎自治体にあったほうがいい。今後の 10 年間をにらんだ場合、そうならなければ

おかしいと思います。だから、そういう前提で議論した方がいいのではないかと、そう思

います。 

 それから、人を育てるという話が出たから特にそれについて申し上げます。社会という

のは、市場原理で成り立っているところと、税によって、行政が行うところと、もう１つ

実は、市民活動や社会企業、ＮＰＯ、ボランティア活動でもいいんですが、市民活動で行

われる分野と３つあります。そのうち、行政と市場とは非常に強大なんですが、その間の

市民活動で行われる分野というのは、社会の成熟に従って、だんだんシェアを拡大してく

ると言われています。言われているだけで、なかなかヨーロッパでもアメリカでも日本で

も拡大していないんですが、それは多分、市場と行政がこうやって抱え込んでいますから、

それでなかなか拡大しないということもあるのですが、でもこれは、今後 10 年というこ
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とを考えたら、避けられない話なので、それを前提として考えることが必要です。それが

コミュニティに対して非常に大きな影響を与えると思います。それは決して市場を阻害す

るとかそういうことではなくて、例えば商店がコミュニティにあるかないかで、コミュニ

ティの強さは大きく変わる。地場産業があるかないかでそのコミュニティの強さというの

が大きく変わるというのは、これは欧米でも日本でも共通にあるわけでして、そういう前

提で考えていけばいいんだと思います。 

 さらに言うと、非常にこれは特徴的だなと思ったのは、この案で、11 ページの「生活

福祉」でいきなり１番に、失業とかホームレスの話が出てきます。文京区がこういうもの

をあるページの１番初めに掲げるというのは、すごく大事な話だと思うんです。この問題

というのは、実は、ますますこれから深刻になってくると思われる問題で、区内で完結し

ませんから、文京区の区界を越えて、文京区が幾らいい行政をやっても、全体でそういう

ことが行われていないと、非常に区民生活に影響があるわけなので、そういう意味では、

この間、経済雇用政策に必ずしも、あえて東京都とは言いませんが、日本の政府とか、日

本の経済社会だとか、あるいは都道府県だとかが、必ずしも遂行していないわけですね、

経済雇用対策については。そういう意味では、これに対してやはり文京区としても視野に

入れていくということが、基本構想として、つくり方はすごく貴重なことだと思います。

雇用がうまくいかないとコミュニティも荒れていくし、市民の安全という面でも問題が出

てくるし、年金や福祉も十分にできないという発想が、このページによくあらわれている

と、そう思います。 

 それからもう１つ、ＣＯ２対策。これは今後 10 年ますます問題になっていくと思いま

す。それは経済や産業の構造のあり方だとか、私たちの生活のあり方だとか、そういう意

味では、日本の人たちというのは、実に技術革新をきちんとやって、生活習慣でもＣＯ２

対策をやっているのですが、それをどう地球上に広めていくかという視点も必要ではない

かと、そう思います。 

 さらに言うならば、私はやはりそういったことをこの基本構想の中で議論していく場合

に、何をこの章立ての順番、「子育て・教育」「福祉・健康」というこの順番、これは多分

けんかになると思いますが、何を１番にしていくかというのは、結構重要な問題で、その

順番の議論をまだしていないとしたら、そこでもめるのが私は楽しみで、見ていたいと思

うのですが、これからそれが大変だと思います。 

 デイビット・オズボーンという人がいて、『行政革命』という本を出しているのですが、
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その中で、日本の自治体というのは、総合計画を実にきちんとつくるということを書いて

いて、これを欧米もまねすべきだというふうに言っているのですが、日本の場合は、自治

体が非常にしっかりしているというのがあるので、これを基本構想を機会に伸ばしていっ

ていただけるといいなと思います。文京区はこういうやり方をしているというのが、全国、

あるいは全世界に発信されていくということが、それがいいと思います。 

 ロンドンの市長を８年やったケン・リビングストーンという人、これは労働党の左派だ

った人ですが、左派といっても、労働党からはみ出るぐらい左だった人なんですが、その

人の公約の１番が経済成長だったんですね。なぜかというと、経済成長することによって、

税収を上げて、そのことによってソーシャル・インクルージョンを実現すると。つまり単

に手当を上げていくということではなくて、手当を上げるだけだと、生活保護を手厚くす

るだけだと、これは社会的排除であって、そうではなくて、社会的包容力というのはきち

んと教育とか雇用をやっていくのがソーシャル・インクルージョンだという考え方で、そ

のためには財源がものすごく要るから、単なる手当でやるよりももっとずっとお金が要る

から、経済成長が公約の１番だというふうに主張して、市長を８年やっていた人です。 

 そういう意味で言うと、文京区は今比較的、ほかの区に比べれば財政的にいい。皆さん

が完全に満足しているとは言いませんが。ほかの区に比べれば相対的にいいというその状

況をどう守っていくかというのが、それがないと、理想的な社会がつくっていけないので、

大事にしていくというのが目線として必要ではないかと思います。 

 ヨーロッパの都市の自治というのは、国王の権力に対して通商の自由を守って、そのこ

とによって地域が繁栄して、地域福祉ができるというために都市の自治が発展したという

歴史がありますが、やはり 23 区の中で文京区はそれをやっていける立場ですから、それ

がまた文京区の発展にもつながるし、それを文京区がリードしていって、23 区全体がよ

くなって、東京全体がよくなると、そういうことが文京区にとっても必要だと思います。

これはすごく大切な基本構想だと思いますので、きょうは本当にいいお話を聞かせていた

だいたと思います。私もよそへ行って自慢したいと思うんですが、ぜひこの調子でやって

いただければと思います。どうもありがとうございました。 

（コーディネーター：佐々木氏） 

 青山先生、ありがとうございます。６人の委員の皆さま方からの熱い思い、あと成澤区

長からの力強い決意、思いと、あと青山先生からの今後の基本構想の策定に道しるべを示

していただけたということで、基本構想の策定につきましては、今後も日本全国に誇って
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いけるような取り組みになっていくのではないかと考えております。 

 本来ですと、この後質疑応答の時間を設けていたのですが、時間が大分オーバーしてし

まいましたので、本日は質疑応答を割愛させていただきます。この後、皆さま方の熱いご

意見、思いをいかんなくはっきしていただく場の説明があるかと思いますので、そちらの

方でまた引き続きご参画いただければと思います。 

 これでパネルディスカッションの方を終わらせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

（司会） 

 どうもありがとうございました。青山先生をはじめ、パネリストの皆さま、本当にあり

がとうございます。またコーディネーターをお願いしました佐々木さん、ありがとうござ

いました。 

 それではいま一度、皆さんの拍手でお送りいただけたらと思います。本日はどうもあり

がとうございました。 

 

４ 今後の進め方について 

（司会） 

 それでは今ちょっとコーディネーターの佐々木さんにも触れていただきました。残念な

がら、時間がちょっと足りないということでございます。本日のご意見を踏まえた、皆さ

まからのご意見を承る機会ということで、ワークショップを持っております。その紹介だ

け、 後にちょっとさせていただきまして、締めとさせていただきたいと存じますが、お

手元の資料にも、ワークショップのしおりをお配りさせていただきました。日程等につき

ましては、省略させていただきますので、それぞれ本日ご発表いただきました５つの分科

会から、「行財政運営」を除く４つの分科会、これをそれぞれ３回ずつ、それから地域別

のワークショップという形で、これも２日間ずつになりますが、順次地域を回ってまいり

たいというふうに存じます。その日にち日にちによってテーマもお示しさせていただきま

した。１コマでも結構ですので、ぜひ貴重なご意見を承れたらと思っておりますので、お

忙しい中とは存じますが、ご参加いただけたらというお願いを 後にいたしたいと思いま

す。 

 それから、 後に、「子育て・教育」の分科会につきましては、私どもの協議会でもご
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意見をいただきまして、保育のご準備ができております。ホームページ等でもお知らせは

しておりますが、ぜひご参加で保育をご希望の方は、我々までお寄せいただければと思っ

ておりますので、お待ち申し上げております。 

 それでは本日はどうもありがとうございました。 


