
 みなさん、こんにちは。長島一由です。 

 

 私は逗子市長になるときも、逗子発日本再生プログラムを作成し、実際に市長になってか
らこのプログラムを行政計画に落とし込んで実際にかなり多くのことを実現しました。 

 

 もちろん、市長になってからは大学の教授や民間の経営者、コンサルタントなど、新たなネ
ットワークもでき、新たな発想も浮かぶので、プログラムにはないこともたくさん実施しました。 

 

 しかし、市長は議員と違い、なったその日からひとつひとつの決断を迫られますし、民間と
違い、行政の時間軸では想像以上に動き始めるまで時間がかかるため、あらかじめ、市長
に就任する前から用意周到に準備しておかないと、時間を空費してしまう恐れがあります。 

 

 このようなことから、横浜市でも「2021シナリオ（案）」を提示し、多くの市民や有識者の方の
ご意見をいただきながら、さらに実現性や有益性を高めていきたいと考えております。 
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 私のキャリアを簡単に説明すると、20代はフジテレビの報道記者・ディレクター、30代は逗
子市長、40代の前半は衆議院議員と自分のキャリアの多くの時間を、政治や行政の世界に
身を置いてきました。 

 

 特に、30代の逗子市長として、全国自治体透明度ランキングにおいて、4年で逗子市を全
国256位から、全国1位に。そして市長就任6年目には、効率化・活性化度ランキング1を達成
しました。 

 

 この自治体の経営手法は、横浜にも十分応用可能な自分のスキルだと思っています。 

  

 また、人生は掛け算です。 

 

 記者×市長×国会議員×雑誌編集長×映画監督と、それぞれ手法は違うものの、社会や
この国をよくするためにはどうしたらよいのかと、常に批判するだけでなく、代案を考え、実行
するというモノの考え方をしてきたことが、今の自分の個性やアイデンティティーではないか
と受け止めています。 
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 私が行政にかかわる時のスタンスとして、１．市民感覚とのズレの解消、２．必要最低限の
コストで最大の行政サービスの提供、３．地域発社会再生、という３つの基本姿勢が挙げら
れます。 

 

 私は、逗子市長を務めた後、横浜市を含む神奈川県第4区選出の衆議院議員として活動を
していました。横浜市は新市庁舎建設、みなとみらい20街区のMICE施設整備計画など大型
公共事業を推進しているほか、カジノ構想を含むＩＲ事業など、横浜市の未来を大きく左右し
かねない取り組みを進めようとしています。しかも、後述するように横浜市の公共事業の入
札について、競争の原理があまり働いておらず市民の税金が無駄に使われています。また、
保育園の待機児童ゼロを標榜する一方、中学校給食は実現されていないなど、働く女性の
支援が中途半端になっています。 

 

 こうした取り組みをしがらみのない視点で検証し、「見える化」、「わかる化」して、ハードから
ソフトへ、大型公共事業からひとへ、と優先順位を見直してゆく必要があると考えています。 

 

 今の横浜市政の取り組みが、横浜市民の市民感覚とズレていないだろうか。もっとコストダ
ウンできないか、あるいは同じコストでも、さらなる成果を得ることはできないのか、そのよう
な視点で、予算や事業を見直していく不断の努力が必要だと思うのです。 

 

 私は、逗子市長時代から市長交際費の廃止、教育長の全国公募、全国に先駆けた公立学
校での少人数授業など、他の地域に波及するようなモデル事業を通じて、世の中をよくして
いきたいと考え、実践してきました。横浜市は人口約373万人、職員数約2.5万人、予算約2.8
兆円と、日本で一番大きな基礎自治体です。もちろん、逗子と横浜では規模が違うため、憲 
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法が定める地方自治や福祉の向上などの基本原則を大切にし、税金のムダを全廃し、福祉や
教育を重視した予算編成へのシフト。市民の側に立つ環境保全を念頭に、自分たちのまちのこ
とは自ら決める視点で、横浜のまちづくりを新たに創り出していきます。 

 

 このように、横浜から社会のモデル事業を創成・発信していくことは、社会全体を大きくインス
パイアすることになると確信しています。 

 

 さらに、市長と国会議員の両方を経験した後は、なおさら、任期の安定した市長の方が理想
の社会を実現できると考えるようになったこともあります。（※１）。 

 以上の理由から横浜市長選挙に向けた取り組みに全力を挙げてまいります。 

  

※１ なぜ、日本の国会は力が弱いのかについては、博士論文：「議会による行政統制」（2014）に執筆した。
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/bitstream/10131/8611/1/nagashima_kazuyoshi-thesis.pdf 

 

3 



 みなさんは、市長という仕事にどんなイメージを持っていますか。 

 

 何か公的なイベントであいさつをしたり、議会で答弁をしたりというイメージが先行するかも
しれません。 

 実際、市長は、①予算編成権、②許認可権、③職員の人事権の大きな３つの権限を持って
います。しかも、市長職には市政に関するあらゆる情報が集まってきます。 

 

 市長は大変な権力者であると思いますが、だからこそ4年ごとの任期が定められて、市民
から選挙で審判を受ける仕組みになっています。 

 

 政治家の中でも市長職の権限は大きなものとなっているだけに、特定の人たちへの利益誘
導に手を貸したり、明らかに自然環境を損なう開発事業に対してディベロッパーの側に立ち、
市民の声を無視するようなことがあってはなりません。 

 

 こうしたスタンスを堅持するために、市長在任中は逗子市長時代と同様に企業・団体献金
はもとより、個人献金を含め一切いただきません。また、市長在任中、政治献金集めのため
のパーティーも一切行いません。 

 

 さらに、逗子市長在任中に、全国で初めて市長交際費を廃止いたしました。公的なイベント
には、自腹で参加し、打ち合わせの際には割り勘でお願いしました。 
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 政治家には個々のスタンスがありますし、善意の献金もあるわけですから政治献金自体を全
否定するつもりは全くありません。しかし、大きな裁量を手にする市長職は政治とお金には細
心の注意を払う必要があると考え、このような政治姿勢を貫いてまいります。 

 

 お金を受け取らないことや余計なしがらみをつくらないことが目的ではありません。あくまでも、
皆様の代理人として税金を預かり、公平・公正に税金の使い道を決め、時代や時流に見合った
政策や事業を実施し、市民の皆さんの幸せを追求していくことにあります。 
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 情報は必要なときに、早く入手できなければ意味をなさない場合もあります。特に、新市庁
舎の建設やＩＲ事業による臨海都市部の再開発など、横浜の未来を左右する事業が控えて
いるときは、政策判断の妥当性を市民や第三者が速やかに判断できる環境が不可欠といえ
ます。 

 
 市民が開示請求を行い、公開の諾否が決定されるまでの平均期間は、例えば、情報公開
条例上、逗子なら7日以内、横浜市ならば14日以内とそう大きな違いは見られません。 しか
し、市役所が情報を公開しない場合、市民が不服申し立てを行って第三者機関である審査
会の結論が出されるまでの期間が、横浜市では1年ほどかかっています。 

 

 ちなみに、逗子市での不服申し立てからの平均処理期間は29日間です（平成27年度）。横
浜市と逗子市との間で、10倍以上もスピードが違うのは、自治体の規模の理由ではなく、公
開の諾否の妥当性を審査する第三者機関といえる情報公開審査委員会が合議して決める
のか、それとも個々の審査委員が一人で判断しているかという違いがあるためです。 
  

 逗子では審査委員が一人で判断し、非公開とする場合だけ合議して最終決定をする「独任
制」を採用しています。横浜市でも独任制を採用し、市民が欲しい情報を必要なときに入手
できる、迅速性を高めていくことが求められます。 

 

 また、未来永劫、表に出ない情報を作ることがあってはなりません。 

 横浜市では子どものいじめの第三者調査委員会の議事録がほとんど墨塗りのほか、市の
土地を売却する際の価格を事実上決める財産評価審議会の議事録は未来永劫公開されま
せん。 
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 逗子市ではアメリカやスウェーデンなどのように50年経過したら必ず公開するなど、一旦非公
開にする場合でも、期限を設けて公開する「時限公開制度」を平成18年から時限公開制度を採
用しています。確かに、土地の買収交渉など、買い取りが終了するまでは地上げなどを誘発す
る恐れがあるため、一旦は非公開とせざるを得ない情報があります。しかし、行政による土地
の取得価格が取引の終了後も公開されないというままでは、価格の妥当性を外部から判断で
きないままになってしまいます。いつかは必ずオープンになる情報だと思って文書を作成し交
渉するのか、それとも将来にわたって公開されないままになってしまうのか。 緊張感は全く違
うと市役所の職員も話していました。全ての書類を永遠に管理するのは無理ですが、一旦、非
公開にした文書に限って保管し、期限が来たら必ず公開するという手法ならば文書管理上の
問題もクリアできます。 

 

 横浜市でも情報公開条例の中にきちんと時限公開制度を位置づけ、市民の知る権利を守る
必要があります。 
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 みなさんは、引っ越しをするときに見積もりを１社しか取らないということはありませんよね。
今ではインターネットを活用して、多くの会社の見積もりを取ることができるので、何社も競わ
せながら会社を決めると思います。例えば、ある程度まで価格が落ちてきたら、A社は、「うち
は人を４人出します」とか、Ｂ社は「タンスを整理するのにうちは４人のうち女性スタッフを一
人付けます」などと、今度は、サービスの競争になって、その中から一番ふさわしい業者を決
めるのではないでしょうか。 

  

 ところが役所の入札は、地方自治法施行令では物品購入する場合、政令市のケースでは
160万円以下の金額のものは随意契約（1社独占）で契約してもよいことになっています。横
浜市では昭和33年から共通物品制度が存在し、現状ではボールペンやコピー用紙は一括購
入していますが、プリンターのインクやデジタルカメラなどは各セクションが個別に発注してい
ます。一括購入できるものは一括発注し、かつ、より多くの見積もりを徴取して、コスト節減を
図る必要があります。 

 

 私が市長をしていた逗子市では長年、随意契約をしていた市の広報誌を競争入札にかけ
て、競わせたところ、同じ予算で広報誌の発行が月1回から2回に倍増させることが可能とな
りました。さらに驚いたことは落札した企業は従来から仕事を頼んでいた印刷会社だったと
いうことがありました。 

 

 また、入札において特に問題なのは、そのサービスや商品の妥当な価格がいくらかわかな
いことがあります。特にＩＣＴ関係の予算の積算は、担当セクションも、財政当局も市長も妥当
な価格がわからないケースがあるのです。その場合、担当が事業者から下見積り（参考見積
り）を徴取して、それをもとに予算を作る場合があります。しかし、担当職員が1社しか見積も
りを徴取しなかったために、見積もりを依頼された会社が「今回はうちの番だから」と他社を 
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けん制する場合があるということです。そもそも、独占的に下見積りを依頼された会社だけが、
行政が何を求めているのか個別に情報を入手できるため、他社に比べて有利に選考を進める
ことができるのです。つまり、行政が1社しか下見積りを徴取しないということは、結果として談
合や特定の会社だけに便宜を与えてしまうことになります。 

 

 その一番の弊害は行政が入札を行っても、1社しか応札がないため、予定価格に近い形で高
値落札になってしまうことです。私は逗子市の内部告発でこのような裏事情を把握しましたが、
同じ目線で国の事業仕分けを行ったところ、中央官庁でも全く同じようなケースがたくさんあり
ました。 

 

 パワーポイントの表にあるように、横浜市では応札者が1社で高値落札となったケースが232
億4200万円もあります（平成27年度実績、工事209億9600万円、物品11億1900万円、委託11億
2700万円。予定価格に対する落札比率は約92％。）。本来、しっかりと競争の原理が働けば、2
割近く落札比率が落ちる傾向にあるため、40億円以上は節約できた可能性のある税金なので
す。それにもかかわらず、横浜市として全庁的に行政内部で下見積りを複数徴取したかどうか
全く把握していないことは看過できない問題といえます。複数の下見積りの徴取を徹底したうえ
で予算の積算や予定価格を作成することで、落札比率を下げることは可能なのです。 

 

 さらに、インターネット入札で価格を競り下げてゆくリバース・オークションを試行することで、
大幅な予算の節約につなげていくことも可能です。このリバース・オークションは、お金の使い
方に厳しい民間企業でも10％以上の節減効果が指摘されているほか、神奈川県や横浜国立
大学など公的な機関でも試行されています。例えば、神奈川県では平成27年11月校務パソコ
ンの借入れ入札でリバース・オークションを実施して、約5,700万円の予定価格に対して、32％
も節減した金額約3,900万円の落札価格まで下がりました。他方、リバース・オークションを実施
しても1社しか参加せず、予定価格をあまり下回らないケースも存在することから、競争の原理
をいかに働かせるか、どのようなケースでの導入が妥当かトライアルしていく必要があります。
横浜市だけがリバース・オークションを検討しない理由は見当たりません。 

  

 一般会計予算の１％節減だけでも1500億円にも上る大きな自治体だけに、ムダ全廃で新た
なサービスに皆さんの税金を振り向けていくことが求められています。 
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 働く女性が大幅に増え、過去35年間でみると専業主婦が半減し、共働き世帯が倍増してい
ます（表2）。 

 

 2013年に「待機児童ゼロ」を宣言した横浜市ですが、求職中の家庭、育児休業中の家庭な

ども待機児童から除外していたため、「横浜市ならば保育園に入ることができる」と引っ越し
たけれどやっぱ入れなかったという話をよく耳にします。このため、求職中や育児休業中の
家庭の保留児童数も含めた実質待機児童の解消を目指し、保育園などの施設の要件緩和
や施設で働く方に対する待遇改善など、あらゆる手段を通じて、働きながら子育て可能な環
境拡充に取り組んでゆきます。 

 

 また、働きながら育児する環境拡充の一環として、横浜市では中学校で給食を実施してい
ないという改善課題があります。2014年度の文部科学省集計では全国公立中学校の完全給
食実施率は87.5％で、牛乳給食を含めると93.7％になります。しかし、横浜市では中学校給
食は実現していません。なお、全国で20存在する政令都市中、川崎市が2017年12月全校実

施、堺市も実施を表明しており、政令市で中学校給食に消極的なのは横浜市だけとなってし
まいました。 

 

 横浜市では「ハマ弁」（横浜型配達弁当）を始めましたが、2016年10月末現在、58校（145校
中）の試行では1.1％の利用率しかありませんでした。しかも、この「配達弁当」方式は、学校

給食法に基づく「給食」ではないため、低所得者などに対する減免の対象になっていません。
貧困世帯の子どもを支援するために、全国的に「子ども食堂」の開設事例が増えていますが、
伸び盛りの中学生たちにとって給食は福祉的な側面からも欠かせない時代になりつつありま
す。こうした背景と多くの政令市でも中学校給食を実施している実情を鑑み、「中学校給食」
実現を目指します（※2）。 
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 さらに、受益と負担のバランスを考えつつ、小児医療費の通院助成の無料化を中学生まで段
階的に拡大を図ってゆくことも、他の自治体、特に東京都市部との均衡を考えるうえでもはず
せない課題といえます。 

 

 最後に、第一子の妊婦さんに対して、マタニティ・パッケージを配布（将来的には第二子以降
は現金給付も選択を検討。）する取り組みを始めたいと考えます。マタニティ・パッケージは赤
ちゃんのゆりかごにもなる箱に入れられた育児用品の詰め合わせセットです。たくさんの衣類
や育児グッズを眺め、まだ見ぬ我が子との生活を想像する大切な時間を育むほか、出産後、
育児用品を揃える手間を省くための有効な事業といえます。横浜市の年間出生人数から換算
すれば全ての妊婦さんに配布すると、年間、約30億円の財源が必要になります。将来的には

全ての妊婦さんを対象に配布できればと思いますが、まずは、財源の見合いを考えつつ、所得
の低い方を対象に配布を試行し、効果を見極めたいと考えます。 

 

 いずれの取り組みも財源が必要な取り組みだからこそ、行財政改革や市政のみえる化が欠
かせないことも加えておきます。 

 
（※2）ただし、中学校給食の完全実施には2016年4月-2021年3月まで横浜市と配食事業者による5か年にわたる基本協定が存在します。途中

解除には違約金が発生する可能性があります。また、合理的かつ効果的な中学校給食の完全実施には、財源の確保と適切な準備期間が必
要です。このため、まずは本格的な検討・準備に着手し、2021年4月以降の中学校給食の実現を目指します。 
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 日本の駅前には必ずといってよいほど学習塾の看板が目立ちます。しかし、欧米の駅前に
はそのような看板を見かけることはありません。それはなぜでしょうか。 

 

 欧米は看板などの景観規制が厳しいということもありますが、そんなつまらない理由ではあ
りません。日本では学校の先生が、子供に勉強を教えるだけでなく、しつけもします、部活動
の指導もしますと、学校の先生があれも、これもやります。しかし、欧米社会では、しつけは
家庭がやり、部活動の指導は地域のスポーツクラブがやります。そして、学校の先生は学習
指導に専念できるのです。 

 

 だから欧米では、子供たちは学校で勉強することで十分で、放課後に塾にゆく必要がない
のです。 

 

 実際、OECDの国際教員指導環境調査（2013年調査）によれば、教員の仕事時間は日本が
最も多い週平均53.9時間（全体平均38.3時間）、中でも課外活動に充てられた平均時間は7.7
時間（全体平均2.1時間）と突出していることがデータ上も裏付けられています。このため、し
つけは家庭に、部活動は地域の人たちの協力を仰ぎ、日本の学校の先生たちは学習指導
に専念できるよう部活動の外部指導者を大幅に増やして、教員の課外活動の負担を軽減し、
より授業で勝負できる先生の育成に力を注ぎます。 

 

   所得間格差が教育格差につながっているのではないか。私立学校と公立学校の学力格差
などが取りざたされて15年以上が経ちますが、こうした懸念を解消していくためには、地味に
思えるようなことですが、小さくとも大事な改善点だと捉えています。また、あわせて一定の
学力を担保することを念頭に、教材活用については各学校や教員の自主性を尊重し、ひとり 
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一人の教員の創意工夫を活かしながら、子供たちの潜在力を引き出せる環境にシフトしていか
ねばなりません。 

 

 さらに、日本の弱点は学生が具体的な自身のスキルを意識しないまま、就社してしまうという
教育と就業のミスマッチです。この問題の解消のために、小学生段階からキャリアカウンセラー
を活用できる環境を整備。ビジネスゲームを採用するなど 実学的な学びを与え、自身に見合
ったスキルを意識し、ひとりでも多くの子供たちが将来にわたって天職にたどり着くことができる
社会形成を目指します。 
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 横浜市は地震災害に見舞われる確率が全国の県庁所在地ではトップクラスに高いという
危機意識を念頭に置く必要があります。 

 

 実際、政府の地震調査研究推進本部によれば、最新の地震予測や地盤の調査結果、都道
府県庁の所在地周辺の確率の平均値では、今後30年以内に震度６弱以上に襲われる確率
は、横浜市が81％で千葉の85％に次ぐ全国で2番目に高い数値となっています（東京都は47
％）。 

 

 1995年の阪神・淡路大震災は報道記者として、2011年の東日本大震災は国会議員として、
ともに発災後から2週間に現地入りして取材・調査にそれぞれあたってきました。特に、横浜
市での地震を想定するならば、1995年の阪神・淡路大震災の首都直下型が参考になるかと
思いますが、地震に続き、各地で火の手が上がったにも関わらず、電柱・電線が消防車、救
急車の行く手を阻み2次災害を招きました。景観・美観上の観点のみならず、防災上からも、
我が国において電線類の地中化については早急に取り組まなければならない重要な課題に
となって久しいのですが、横浜市でその整備率は約3％（整備延長202km/7,676.6km）に留ま
っています。この10年ではわずか、0.2％しか進んでいません。 

 

 現在、電線類の地中化については、現行、1mあたり約70万円から100万円のコストがかか
ります。 

 
 100メートル進めるのに、約7000万円から約1億円かかる計算になります。国が半分を補助
してくれますが、自治体が半分の負担をしなければなりません。実は、電線類の地中化にあ
たって電力事業者等の負担もありますが、現行は国交省と電力事業者等との協議により、１ 
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mあたり505円でしかありません。国会議員時代に国の政令を改めて事業者負担を500倍に求
める提言書を出しましたが、さらにこれとは別に、自治体は電柱の占用料を徴収する権限を持
っていることから、横浜市では特区を活用するなどして、占用料を大幅に値上げすることで間
接的に地中化を促す方法も考えられます。 

 

 それと同時に、市民の皆さんには全体の進捗状況をわかりやすく把握していただくために、
災害時の緊急ルートを優先的に整備する行政計画を新たに策定したいと思います（逗子市で
は平成16年に電線類地中化50年計画を策定しましたが、横浜市にはこのような計画はありま
せん。） 

 

 また、大地震が起きた際の一番大事なことは発災直後の被害状況の把握と、警察・消防・自
衛隊を含めた行政機関が迅速に初動体制に入ることができるかという点です。阪神・淡路大震
災の時には地震によるケーブルの切断などの理由で、気象庁の「神戸７」のNHK報道が32分間
遅れ、さらに中継ヘリコプターが空撮するのが発災から2時間以上経ってしまい、首相官邸の
自衛隊出動の指示が大きく遅れてしまったという手痛い教訓があります。 

 

 横浜市内に居住する市職員の協力も得て、災害状況の把握のネットワーク化を市内に網の
目のように張り巡らし、日ごろから災害対策本部に情報が集まるように訓練するとともに、もた
らされた情報を上手く整理して、災害の全貌を把握し、迅速な初動体制に入ることのできる防
災センター機能を市の中核施設に設ける必要があると考えます。 

 

 現状では、本庁舎では5班35名程度の連絡訓練しか行っておらず、災害時は市内在住の職
員全員が被災者でありながらも、公僕として災害復旧・復興にあたることになるため、全職員を
対象に情報伝達訓練を実施し、その情報を整理・確認し、災害対策本部が的確に指揮・命令
が可能な環境整備が横浜には必要です。 

 

  新庁舎建設が2017年からスタートするにもかかわらず、新庁舎における災害対策本部の機
能・設備の検討はこれからというのでは検討が遅すぎます。 

 

 さらに、災害時に市民が可及的速やかに日常生活に近い状態で過ごすことができるよう、横
浜市の大型客船が接岸できる環境特性を活かし、大型客船やトレーラーハウスの調達が可能
となるよう、関係機関と防災協定を結び、有事に備えます。 
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 人生90年時代の到来といわれているように日本人の長寿化と、社会保障制度の限界から
定年制のあり方も問われています。 

 

  横浜市では他の政令指定都市のシルバー人材センターに比べて積極的に民間の仕事を
受注してきています（※4）。 

 

 そこでさらに、就業相談を行うキャリアカウンセラーとは別に、企業開拓を行うマッチング・
アソシエイトを育成・配置させるほか、クラウドサービスを活用した就業斡旋を行い、シニアの
就業率を向上させます。 

 

 また、横浜市が現行、40歳から74歳を対象に実施している特定健診は、平成26年度の実
績でその受診率は21.4％（受信者数約12万人）に留まっています。本来、国民健康保険は加
入者の保険料により賄う特別会計により運営がなされていますが、保険料では賄うことがで
きず、一般会計からの繰入金が年間あたり100億円にも上っています。健康診断を受診する
人の中には、診断を受けたことにより医療費がかかるケースもありますが、他方、受診者の
方が長い目で見ると、病院や介護施設のお世話になることが少ないと指摘されています。こ
のため、本人の健康のためにも、膨らむ一方の医療費を抑制していくためにも、特定健診を
受診した方には、国民健康保険料を引き下げるという取り組みを実施することで特定健診の
受診率の大幅な改善に挑戦します。 

 

 さらに、横浜市民の足の確保として重要な役割を果たしている敬老パス・福祉パス。市営バ
スや市営地下鉄などを中心に無料乗車が可能な敬老パスでいえば、年間36万6337人（2015
年度実績）に交付され、106億8300万円の予算が計上されています。自治体によっては廃止 
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を決めたところもありますが、高齢者の足の確保をすることは健康増進や医療費抑制のみなら
ず、経済効果なども考えると実は、その重要性が見直されてきつつあります。これも特定健診
を受診した方には、負担金を減額していくことをあわせて考えていきたいと思います（国保割引
か、敬老パス割引の選択）。 

 

 最後に、横浜市に居住する市民の誰もが長い間、いきいきと活躍できる社会を理想とします
が、万が一のセーフティ・ネットがしっかりしている必要があることはいうまでもありません。私
の父は54歳のときに心筋梗塞で急逝しましたが、母親は1年間寝たきり状態になり、最後は特
別養護老人ホームのお世話になった末、2015年の秋に亡くなりました。 特に、母親の特別養
護老人ホームの入居先探しには大変苦労した経験があります。 

 

  横浜市の場合でも、2016年10月末現在、要介護3以上の方が3859名も特別養護老人ホーム
の待機者となっています。横浜市では要介護3以上の方が1年以内に特別養護老人ホームに
入居できるよう年間300床の整備計画を進めてきましたが需要に全く追いついていません。ご
本人にとってもご家族にとっても大変切実なこの問題。年間の整備病床数の大幅な改善計画
を策定し、ひとりでも多くの方が速やかに施設に入居できるように改善に取り組みます。 
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 日本人の弱点のひとつに労働時間の長さがあります。 

 

 北欧がなぜ、幸福度が高くて、日本人の幸福度が低いのかという調査（※3）を私はリクル

ートの編集長時代にしてきました。簡単にいえば、日本人は北欧に比べ、労働時間が長い割
には労働生産性が低く、家庭を顧みたり、プライベートを楽しむ時間に恵まれていないからだ
と考えています。 

 

 人間は長く生きること以上に、いかに生きるかということが大事です。仕事もどれだけ働い
たかということよりも、どんな仕事を成し遂げたかが大切です。 

 

 仕事の能率や生産性を上げる大切なポイントは「休む勇気」です。 

 

 表3にあるように、日本はノルウェーに比べると400時間も労働時間が長い割に労働生産性

はその半分です。日本の社会の労働生産性を向上させ、ワークライフバランスを改善させる
ために、例えば横浜市が、社員や職員が働きやすい会社などを顕彰し、顕彰された企業に
対しては法人市民税の減免や入札参加資格への特典を与えるなどのインセンティブを設け
る。日本で一番大きな基礎自治体である横浜市がこうした取り組みを行うことが強いインパク
トを世の中に与えて、社会をリードできるのではないかと考えています。 

 

 また、ICT化のさらなる推進によりあらゆる行政サービスが在宅で享受できる時代が到来し
つつありますが、職員の側もトライアルとして週に1度は在宅で仕事ができるよう社会実験を
行い、在宅ワークが世の中にもっと広まるよう普及啓発活動をしてゆきたいと考えます。また、 
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女性が活躍できる社会を推進するため、女性の幹部職員の登用を図ります。ただし、幹部職員
に登用する人材自体がミドルクラスには少ないのが実情です。 

 

 将来的に幹部に抜擢できる人材を輩出するため、20代から将来の横浜市を担うことができる

幹部人材を育成するシステムを構築するなど、自らの経験を活かし、民間企業をしのぐ人材マ
ネジメント先進自治体を目指します。 

 

 最後に、逗子市長時代に外部人材を積極的に登用したように、横浜市でも副市長や区長な
ど幹部人材の一部を内外から公募したいと考えます。  

 

※3 Works誌『北欧流 「時間価値」の創造』No.121 執筆：編集長 長島一由 https://www.works-
i.com/pdf/w121-toku1.pdf 

※4 Works Review Vol.10 (2015) 『シルバー人材センターの現状と課題』  執筆：主幹研究員 長島一由 
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 現在、横浜市の臨海地区を念頭に、統合型リゾートIR（Integrated Resort）事業が検討され
ています。 

 

 具体的な場所は決定されていませんが、山下埠頭やみなとみらい地区が候補に挙げられ
ています。横浜市はＩＲ事業の誘致により、そこで働く従業員の個人市民税と、そこで事業を
営む法人市民税をあわせて年間約61億円の税収が増えると試算しています。ラスベガスや

シンガポールに見られるように、カジノのウエイトよりもエンタテイメント性の高いホテルのショ
ーやアトラクションが集客力を上げていることは私も訪問したことがありますし、承知していま
す。 

 

 しかし、税収61億円が入るからと言って、ギャンブル依存症患者の輩出や自殺者が増える
リスクに目をつぶってよいということにはならないと考えます。 

 横浜市はプラス面だけを経済換算していますが、マイナス面の経済試算を全くしていませ
ん。すでに厚生労働省の研究班の調査によれば、「国民（成人）の4.8％にあたる536万人が

ギャンブル依存症」という結果が公表されていますが、私の試算では、横浜市で、もし、ギャ
ンブル依存・中毒による生活保護世帯が1％増えると約12億7000万円、5％増えると63億
3000万円の税負担を強いられることになります（※5）。しかも、外国資本でカジノが入ってき
ても、日本人の雇用創出に本当につながるのか疑問視する声もあります。 

 

 国会ではIR法が可決されましたが、カジノが合法化されたとしても、横浜市が臨海部の土

地を提供協力しなければ、横浜市にカジノは出来ないことになります。臨海部の再開発は一
定の範囲で進められるべきと考えますが、カジノ構想については反対の立場から、横浜市の
土地は提供すべきでないと考えます。 
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 さらに、IR事業については、カジノがないと投資を呼び込むことができないという指摘もありま
すが、横浜特有の恵まれたロケーションや横浜市に10年前に誘致された東京藝術大学大学院

映像研究科などのネットワークを活かして、映画やアニメーションのテーマパークを誘致するこ
とも代替案として検討し、ハリウッド映画の誘致のほか日本の情報発信基地としての可能性を
探ります。 

 

 また、横浜市は現在、栄区上郷猿田地区に見られるようにホタル生息地が開発されようとし
ているなど（※地図の地域の活性化に資する持続可能な市街地整備エリアには市の環境アセ
スでホタルの生息が確認されているということです。）開発規制や景観規制について、市民の
側に立ってまちづくりや環境形成に関する市のルールが運用されているとは思えない事例が
あります。 

 

 横浜の自然環境や住環境を守り、さらに秩序あるまちづくりを目指すために、18区ごとに地域

・環境特性を活かした横浜市まちづくり条例を市民参加で策定し、議会に提案してゆくほか、屋
外広告物の規制、景観の誘導策を強化し、横浜市の魅力を高めてゆきます。 

 

 18区ごとに検討する横浜市まちづくり条例は、市民参画のまちづくりとしても大事ですが、さら

にいえば、憲法が定める地方自治や福祉の向上などの基本原則を横浜でもっと反映できる仕
組みづくりの第一歩にもしたいと考えます。まちづくりというテーマ設定をすることで、区自治協
議会を将来的に設けることも視野に検討を深めてゆきます。また、（仮称）市民全体会議の開
催や予算編成過程における市長ヒアリングの公開など、民意がより市政に反映されるよう、憲
法の理念を活かしたまちづくりを推進します。 

  

※5 2014年度末現在の横浜市における被生活保護世帯は52925世帯、全世帯163万2193世帯中の3.24％
。2014年度決算における横浜市の扶助費は1267億4909万3000円（医療扶助500億8,798万6000円、生活扶
助430億9462万9000円、住宅扶助280億7540万2000円、教育扶助6億7410万4000円、介護扶助27億位7695
万5000円、その他20億2223万9000円）。1世帯あたりの扶助費のコストは239万4881円。もし、横浜市で生活
保護世帯が1％（529世帯）増えたら12億6689万2049円、5％（2646世帯）増えた場合は、63億3745万3846円
の税負担が扶助費として必要になる。 
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 住んでいると気が付きにくいかもしれませんが、横浜市の弱点は「心を含めたバリアフリー
社会」の実現への取り組みです。まず、歩道のバリアフリー化です。交差点などの道路の段
差は、たった2センチから5センチの段差でも、障がい者や高齢者の車いす利用者の方には
大きな壁です。自分が元気なうちは全く気にならないかもしれませんが、今や人生90年時代。
障がい者の方だけでなく、誰もが車いす利用者になる可能性があります。横浜市の歩道の
バリアフリー化の現状は、バリアフリー法にもとづく道路特定事業計画を策定した場所だけで
63％（計画延長53.3km に対して、平成27年度末実績）となっていますが、横浜市道全体の進
捗状況について横浜市は把握すらしていないのが実情です。 

 

 人間は長く生きることも大事ですが、それ以上にいかに生きるが重要です。生きているうち
は、健常者も障がい者も、高齢者も若者も動くことのできる社会をつくる必要があります。ま
た、歩道のバリアをなくすことも有効ですが、同時に介護ロボットの開発が徐々に進み、技術
の力を活用することでバリアを取り除くことも可能な時代になりつつあります。オリンピック・
パラリンピックに加えて、2016年からスイスでロボット技術を活かした障がい者競技、サイバ
スロンがスタートしました。発案者のスイス連邦工科大学チューリッヒのロバート・リーナー教
授は2020年に日本でサイバスロン関連イベントを開催したいと提唱しています。こうしたイベ
ントを誘致するとともに研究開発拠点を設け、企業誘致を図り、大学と連携することで、福
祉・教育・雇用・経済振興と一石で四鳥にもつながる可能性を秘めています（※6）。 

 

 最後に、現状の横浜市の課題としてインクルーシブ教育を意識した取り組みがあまりなさ
れていない点です。脳性まひの天才画家が浅井力也君の映画監督を務め、彼の20年を追い
かけたドキュメンタリー映画を製作してきましたが、彼が住むハワイでは車いすの力也君に
「ハーイ」と声を周囲の人が声をかけるのに、日本では目をそむけてしまう人もいます。その
違いはどこから来るのでしょうか。それは、取材の中で明らかになってきましたが、ハワイで 
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は障がい者のクラスが学校の真ん中にあり、休み時間など日ごろから健常者と障がいを持つ
お子さんが交流しているのに対して、日本では障がい者の学校やクラスが完全に別になったま
まになっているという要因が大きいのです。 

 

 このため、平成22年12月に文部科学大臣に「学校長には、心のバリアフリー教育を実践する
ために、健常者とハンデを持つお子さんとの間の交流が日常的な活動に及ぶよう配慮義務を
課すこと。」などを提言し、2年ほど前から逗子市でも障がい者を持つお子さんと健常者のお子
さんが同じクラスで授業を受けるインクルーシブ教育が始まっていますが、横浜市に照会をし
たところ、従来型の一部交流にとどまっている現状しかありませんでした。 

 

 心を含めたバリアフリーの実現は、横浜だけでなく社会全体の問題でまだまだ長い時間がか
かりますが、初めの一歩を横浜が踏み出すことで大きなうねりを起こすことにつながると信じて
います。  

 
 ※6 スイス大使館製作『サイバスロン2016 壮行会』プロモーションビデオ：監督 長島一由 
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 へその緒がついた生まれたばかりの赤ちゃんが捨てられる。そんな痛ましい事件が後を絶
ちません。実際、市長時代に捨て子が市内で保護される事件がありました｡棄児(捨て子)の
名前は市町村長が付けるため､実際に名付け親になりました｡この事件以降、このような事件
を未然防止するためにどのような方策が有効か強い関心を持つようになりました。   

 

 また、棄児の事件に加えて表4に示されているように横浜市でも虐待相談は増えるばかり
で、この10年で3倍近くに膨れ上がっています。 
  

 虐げられる赤ちゃんがいる一方で､子供が欲しくても子に恵まれないひとたちがいます｡ 

 
 不妊治療による赤ちゃんが100人に2.4人と年々増加しているものの､治療の成功率は約
12.4%(26.680出生児数/213.800治療延べ人数･H21日本産婦人科学会の集計より)｡ 子供を
育てられない人と､子供が欲しい人､これをどのようにマッチングさせるか｡このことが棄児､虐
待防止の鍵を握っています｡ 
 日本では児童相談所や民間団体が特別養子縁組などのあっせんを行っています｡ 

 
 平成22年度で親になりたい人1502件に対して､養子に出したい人は528件｡うちあっせん成
立は67件で､日本では保護された赤ちゃんの殆どが乳児院などの施設に入所しますが､施設
を出て特別養子縁組等になるケースは10人に1人の割合にとどまっています｡ 

 

 棄児や児童虐待防止の成否のカギは妊娠の初期段階からカウンセリングを行い､早い段
階で養親にバトンタッチできるかということです｡横浜市では2016年度から妊娠SOSの窓口を
設けて、365日24時間の相談体制を設けていますが、現状では妊娠段階からの児童相談所 
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への養子縁組や里親斡旋などは現状、取り組んでいません。このため、早い段階から家庭的
な環境で育てることができるよう改善し、命のミスマッチの解消に取り組みます。 
 

 他方、児童ホームに入所した子供たちは18歳で施設を出ますが、施設を出た後にアパートな
どに入居しようとしても、保証人を立てることができないために賃貸物件を借りることができず、
住み込みで働くことができる仕事に就く傾向にあると聞きます。しかし、住み込みでの仕事は限
定されており、初職から自分の関心やスキルと、仕事とのミスマッチを起こし、転職を繰り返し、
暴力団や風俗嬢となり、また、その子供が児童ホームに入所するという、悪循環は放置してお
けません。 

 

 このような貧困の連鎖を断ち切るためにも、児童ホームの子供たちが18歳を過ぎてもしっかり
と居場所を確保して、大学に進学したり、自分の関心やスキルに見合った仕事を幅広く探すこ
とができるように、一定期間、市営住宅への優先入居又は賃貸物件を借りる際の入居債務保
証を横浜市が行うべきです。 

 

 民間ができることは民間に、でよいと思いますが、他方、社会的に不遇な環境にある人に対
して、セーフティーネットをしっかり構築するのは行政がしっかりと取り組むべき仕事ではないで
しょうか。 
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 市長の最も大事な仕事のひとつには、みなさんからお預かりする税金をどのように活用し、
福祉、教育、環境、まちづくりなど毎年、どこにいくらお金を配分するかという予算案をつくり、
議会の承認を得て、適切にそのお金を活用する。そして、各事業を行うセクションが無駄に
お金を使っていないか。また、税金を使ったことで事業の目的をきちんと果たしているかとい
う検証しながら次の年の予算を作っていくということがあります。みなさんからお預かりする
税金だけでなく、市が管理する財産には道路、学校、図書館など、市民の皆さんが長年にわ
たって使う施設の建設や管理も含まれるため、ご家庭の住宅ローンのように借金をして、長
年にわたって返済してゆく性格のものも当然あります。 

 

 市の財政のやりくりも、ご家庭の財布のやりくりの原理原則は同じ。入るを計って、出を制
す。つまり、どれだけの収入があって、どれだけの出費があるのか。きちんと計画を立てて、
お金を使う必要があります。 収入に見合った以上の住宅ローンを組めば、当然、家計は苦
しくなりますし、過度な借金をしてしまえば破産してしまう恐れもあります。このため、家計の
無駄を省いて、住宅ローンは最小限にとどめて、自身の老後や子供たちのために貯金もしな
がら、お財布のやりくりをするのが普通ではないでしょうか。 

 

 私は市長時代に、50年近くたって老朽化した図書館、小学校や市民体育館などを防災上
の観点からも建て替えなければならない状況にありました。当初計画は100億円以上のハコ
モノでしたが、この計画を完了した段階でも借金が増えないように公債費負担比率を17.8％
にとどめて、そこから逆算して上限を67億円に設定したうえで、市民選択方式を採用して建

設を進めました。また、借金には利子が伴います。貯金があるのに、借金を過度にすること
をみなさんのご家庭ではしないのと同じように財政調整基金を一部取り崩して他の事情に悪
影響が出ないようにも努めました。 
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 さらに、ムダの削減には徹底的にこだわり、8年間の在任中は市の一般会計予算の3分の１
にあたる60億円以上の税金を節減し、新しいサービスに取り組みました。 

 横浜市は防災上の観点からも700億円以上のお金をかけて、新市庁舎の建て替えをする計

画を進めていますが、逗子市長時代に取り組んだ財政マネジメント手法でみなさんの税金を適
切かつ有効に活用していく考えでおります。私が逗子市長に就任した平成10年当時、逗子市
は人件費比率（一般会計に占める人件費の割合）が30％を超え、全国の類似団体の中ではワ
ースト２でした。このため、平成13年には職員半減化構想を打ち出し、行政のスリム化を進め
てきました。他方、横浜市の人件費比率をみると、平成17年度の15.5％から平成26年度には
13.7％と減少傾向にあるほか、人口1000人当たりの職員数も3.75人と政令市の中では福岡市
に次ぐ少ない体制となっており、横浜市では職員の数を減らす方法よりも、ICT化が進む中で、

北欧のようにオンライン上で市民に提供できるサービスは合理化して、本来、民間ではできな
い行政がやるべき仕事への職員の再配置を優先していくべきです。 

 

 また、横浜市の財政状況を分析すると、平成26年度から平成29年度の中期4か年計画では、
市債の発行を4年間で6000億円以内に抑えるという財政規律があります。横浜市特有のプライ

マリーバランス方式を重視し、かつ債務返済指数という独自の計算式から普通会計の借入金
を約11年で返済できる範囲に起債の活用を抑える仕組みが採用され、この中期4か年計画で
は4年間で6000億円以内の市債発行に留めるという財政規律が維持されてきました。自治体
の財政状況を示すバロメーターとして公債費負担比率があります。一般には20％を超すとイエ
ローカード、25％を超えるとレッドカードとされてきた公債費負担比率が横浜市では、この10か
年では18％程度にまで減少傾向にあります。 

 

 他方、新庁舎建設には建て替えだけで約719億円を見込まれています。さらに、イニシャルコ

ストだけでなく、まだ試算すらされていませんがランニングコストもかかってきます。これら金額
の増減が財政事情に大きく影響する中で、新庁舎建設が本格化する平成29年度以降の中期4

か年計画で新庁舎建て替え関連事業費を圧縮し、これからの財政規律をどのように維持して
いくのか、という問題については喫緊の課題といえます。 

 

 公債費負担費比率、実質公債費負担比率などの各種指標を見極めつつ、一般会計・特別会
計・公営企業会計あわせて4.6兆円に上る借金（市民ひとりあたり約125万円）がさらに膨れ上

がらないように配慮しなければなりません。道路やハコもの施策から、ひとへの投資に切り替
えていくために、無駄と思える、ないし優先順位が低いと思われる事業の借金を排除し、本当
に必要な政策に限って起債を活用してゆきます。つまり、してよい借金と、すべきでない借金を
しっかり見極めつつ、新庁舎建設時という非常時の財政規律を念頭に健全財政に努めます。 

 

 データや数字を踏まえた市の財布のやりくりの基本的な考えはこれまで述べたとおりですが、
内閣府行政刷新会議の事業仕分け人の時にメスを入れて把握した特別会計の国の隠れ借金。
あるいは、逗子市長時代に内部告発から把握した、1社しか下見積りを徴取していないことが
高値落札を招いてしまっているケースなど、実際に権限を掌握してからでないと100％わからな
いことがあるのも事実です。しかし、全国透明度1位、効率化・活性化度1位を達成させたノウハ

ウなど、過去の政治・行政経験を十二分に活かして税金のムダを全廃し、福祉、教育、防災な
どここまで述べてきたような新たなサービスに振り向けてゆく考えです。 
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