平成30年度兵庫自治学会研究発表大会
基調講演

開 催 日：平成30年10月７日（日）
場

所：兵庫県立大学

神戸商科キャンパス

基調講演：「インフラ老朽化問題とPPPの役割」
講

師：根本

祐二（東洋大学経済学部総合政策学科教授）

１．はじめに

私は鹿児島出身で、現在東京におりますので、兵

庫とはあまりご縁がないのですけれども、震災の後
と若いときに兵庫県や神戸市の方といろいろお付き
合いがありました。当時、日本開発銀行（現在の日
本政策投資銀行）の大阪支店におりまして、兵庫も
担当エリアだったからです。非常に懐かしいと思っ
て、今日は参上したところです。
当時はPPP（パブリック・プライベート・パート
ナーシップ）と言っていないと思うのですが、銀行
の仕事でPPPをやっていました。ユニバーサル・ス
タジオ・ジャパン（USJ）は、PPPなのです。今は
もう完全なプライベートになりましたが、最初は大

で、現在はいろいろな公共施設や研究機関が立地し

阪市が出資して、大阪市の第三セクターとして出来

ているとおり、形を変えています。

上がりました。大阪市というパブリックと、民間の

PPPは基本的にパブリックのフィールドなのです

地権者、大阪ガスや日立造船、住友金属といったと

が、研究者や研究テーマ、スポンサーなどの形でプ

ころが共同出資の特定目的会社（SPC）をつくって

ライベートが絡んでいるわけです。つまり、PPPは

事業をしていました。第三セクターは何かと評判が

あまり特殊なことではなくて、普通によくある話で

悪いですが、原始的なPPPとしては以前からあるの

あり、恐らく日本では江戸時代ぐらいから、豪商の

です。

淀屋が淀屋橋を造ったようなものも含めて、割と普

今は成功したので、大阪市は出資金を引き上げ

通の概念だろうと思います。

て、現在は外資系のファンドが持っています。財務

今言っているPPPというのは、普通の概念とは

データは公表されていませんが、とてももうかって

ちょっと違うのです。先ほどごあいさつを聞いてい

いると思います。ディズニーランドを運営するオリ

てなるほどと思ったのですが、日本の場合は、官と

エンタルランドよりももうかっているのではないか

民の境界が曖昧なのです。自治体の職員の中に非常

といわれているぐらいです。先陣を切った大阪市に

にプライベートな感覚を持っている人もいれば、民

は、最初のリスクを取っていただいたのですから、

間企業にパブリックなマインドを持った人がたくさ

大変感謝しなければならないと思います。

んいます。そういう似たような考えを持っている人

USJを進めているとき、実は兵庫県がヘルスケア

が集まっていろいろなことをやっていくのです。モ

パークというものを東部副都心に造ろうということ

ザイクのように切れているわけではなく、メルティ

で、最初はテーマパーク構想として進んでいたので

ングポット（るつぼ）のようにいろいろな人がパブ

すが、そういうものはなかなか難しいということ

リックとプライベートの両方を持ちながら行動する
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のが割と普通のパターンです。

当たり前の話ですが、インフラ老朽化問題は人命

ところが、それが結構失敗したのです。バブル崩

に関わります。いろいろ問題がある中で、これほ

壊後、
「私はやはり公務員だから」とか「私は民間

ど恐ろしい問題はあまりないのではないかと思い

だから」というふうに急に区分するようになりまし

ます。そうした問題に光が当たったのが、平成24

た。そういう意味では、われわれの銀行もだいぶ手

（2012）年の笹子トンネルの天井板崩落事故でした。

痛い打撃を被ったのですが、今は曖昧な概念で何と

トンネル本体はまだ築35年なので、全く老朽化して

なくみんなで仲良くしようというやり方では駄目だ

いるわけではないのに、なぜこのようなことが起き

ろうということで、官と民をはっきり分けた上で契

たかというと、天井板を天井からつり下げている金

約に定めるようにしています。

属のボルトが破損したからです。コンクリートのト

そういうことを日々やっている中で常々思って

ンネルは35年では壊れないけれども、金属ボルトは

いるのは、PPPは単なる一つの手段だということで

35年間使い続ければ錆びます。錆びたボルトが外れ

す。なので、PPP自体がいいとか悪いとあまり言え

て、支え切れなくなって崩落したのです。

なくて、何かをやる上でPPPが適しているとか、適

この事故が起きたときも、私はテレビに出て「危

していないとか、いろいろあるわけです。そうする

険だ、危険だ」と大騒ぎしていたのですが、危険で

と、目的がものすごく大事で、目的と手段をはき違

はない派の人もいて、「それは笹子トンネルが特殊

えないようにしなければなりません。PPP自体を目

だからで、あんなことが日本中あちこちで起きるは

的化して、ひたすらまい進するような人はあまりい

ずがない。日本人が造ったものは安全なのだ」と

ませんが、逆にPPPをすごく敵視して、絶対駄目だ

おっしゃる方もいて、
「それはおかしいでしょう」

という人が結構いるのです。それもおかしいと思い

と思いました。

ます。便利な方法なのだから、そういう手段を便利

日本全国でインフラが老朽化している中で、老朽

にうまく使えばいいだけのことなのに、プライベー

化の弊害が現れたのが笹子トンネルという高速道路

トとか民間と言った途端に、教条主義的に反対する

の一トンネルの天井板の金属ボルトのわずか１個に

人たちが結構います。これも愚かなことだと思いま

すぎなくて、他は全て安全などと言うことの方がよ

す。だから、100点でも０点でもなくて、その間の

ほどおかしいわけで、これは氷山の一角であり、こ

60～70点の合格点を取るためにどう考えるかという

れからどんどん起きると私は言っていました。実際

と、目的をまず明確に意識した上で、その目的を達

起きていないではないかとよく言うのですが、まだ

成するためには民間に何をしてもらうのかを考えて

老朽化していないので起きていないだけで、これか

いく手順が重要だと思います。

ら老朽化が進めば、いろいろな危険はどんどん高ま

東洋大学ではPPPの研究センターを作り、おか

るという話をしてきました。

げさまで国連の機関として認定されています。一

その２カ月後、浜松市の第一弁天橋というつり橋

応、世界標準として認めていただいているわけです

のワイヤが破断する事故が起きました。つり橋は２

が、その中でも日本人同士なら分かるだろうではな

本のメインワイヤでつっているのですが、片方が切

くて、しっかりと明示して、どの国の人にも、どう

れたのです。ひっくり返っている感じに見えると思

いう年齢、性別、人種の人にも公平に伝わるような

います。７人が渡っていて、巻き込まれてしまいま

コミュニケーションの取り方を考えているところで

した。そのような事故に巻き込まれたら大変なこと

す。

なのですが、この事故のことを知っている方はいま

前置きが長くなりましたが、今日はその目的とし

すか。今日お見えの方は皆さん、笹子トンネル事故

てわれわれが一番大事だと思っているインフラ老朽

のことは知っていると思うので聞きませんが、浜松

化問題を取り上げようと思います。

市の第一弁天橋のワイヤ破断事故のことを知ってい
る方は手を挙げてください。

２．インフラ老朽化問題は人命に関わる

専門の方は知っていますが、普通の人は知らない

インフラが老朽化して平気だという言う人はいな

のです。７人が巻き込まれたにもかかわらず、皆さ

いわけで、何とかしてほしいのですが、税金で何と

んご存じないのです。なぜなら、その７人が男子高

かなるかというと、なりません。必然的に民間の力

校生で、駅伝の練習中だったからです。トレーニン

や市民の力を借りなければならないので、結果的に

グウエア姿で小走りに走っていたときに切れまし

PPPになります。

た。人間の一生のうちで運動神経が最も発達してい
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る年代の人が、その運動神経を発揮できる状態だっ

す。ですから、耐震補強しても追い付かないことが

たので、駆け抜けたというのが正解なのです。ワイ

あるということです。

ヤは一気に切れず、切れかかってぐらぐらと来たと

先日の大阪の地震のときは、コンクリート塀が倒

きに、大変な状態になったとは思うのですが、駆け

壊しました。ですから、地震があるたびにチェック

抜けたのでセーフでした。だから、たまたまなので

ポイントが増えていきます。今は建築基準法がだい

す。

ぶ厳しくなったのですが、実はコンクリートブロッ

天井板のトンネルは、元々全国に100しかありま

ク塀の基準は、昭和35（1960）年に既にかなり厳し

せんでしたが、今はゼロです。全ての天井板を撤去

いものができているのに、そのとおりになっていな

しました。だから、天井板に関しては安全なので

いのです。そこが大きな問題なので、皆さんの身の

す。でも、つり橋は数が２桁違います。だから、つ

回りには、こういうリスクファクターが山ほどあり

り橋の方が危ないと言ってもらわないと困るわけで

ます。命懸けで生きてくださいということです。

す。
他にもいろいろなことが起きています。水道管が
破裂しています。水道管が破裂しても人が死ぬこと

３．第２のピラミッド問題

そのような命懸けで生きていかなければならない

はあまりありませんが、断水するし、道路が止まっ

のは困るから、そういう怖い建物は早めに造り替え

てしまったり、浸水したり、いろいろな弊害があり

ろというのが国民的な感覚です。そのとおりなので

ます。

すが、できません。なぜできないのでしょうか。

それから、最近多いのが道路の陥没事故です。道

日本の公共事業は、集中投資をしました。1970年

路の表面から穴が開くわけではなく、下から湧いて

代に第１のピラミッドがあって、橋を1970年代に年

くるのです。下から湧いてくる穴とはどういうこと

間１万本も架けていたのですが、急激に減って、近

かというと、下水道が主なのですが、公共下水道管

年は年間1,000本の橋になっています。これは主に

が老朽化してくると穴が開くのです。下水道管はほ

架け替えです。いまだに1,000本も架けているのか

とんど空洞なので、その穴を目がけて上部の土砂が

というのはちょっと驚きですが、以前と比べると10

吸い込まれる感じなのです。そうすると、土砂がな

分の１に減っているので、もう橋を架ける必要はな

くなるので空洞ができます。その空洞が、さらに上

くなって、橋に費やした予算を他のものに振り向け

部の土砂を巻き込んでいって、空洞としては上がっ

られるということになります。

ていきます。土砂が下がって、空洞が上がるので

つまり、「コンクリートから人へ」という話です。

す。地表に到達した時点で陥没するのですが、大体

公共事業をやめて、福祉や教育に予算を振り向け

数メートル単位で大きくなっていきます。麻布十番

るべきであるというふうに多くの日本国民が思っ

での区道崩落は、川が以前あった場所だったのです

たのは、そんなに昔のことではありません。平成

が、一気に50m崩落しました。国交省のデータによ

21（2009）年の衆議院選挙で、当時野党だった民主

ると、下水道管の老朽化に起因する道路陥没事故は

党（当時）が掲げた政策スローガンが「コンクリー

年間3,000件起きているので、とんでもない話だと

トから人へ」だったのです。民主党の論理は、公共

思います。

事業は十分したのだから、ここから後はその予算を

少し前の話ですが、熊本地震では宇土市役所が全

福祉や教育に向けるべきであるというものです。極

壊しました。これは阪神・淡路大震災のときの神戸

めてもっともな発想であり、実際に政権交代したの

市役所本館の壊れ方と同じです。あの後、建築基準

で、少なくともその時点で日本国民は、こうした構

法が改正されて厳しくなったので、東日本大震災の

造を意識しつつも将来何が起きるかを予見していな

ときはこういう壊れ方はしませんでした。しかし、

かったと言えるでしょう。

宇土市役所は耐震補強すらしていなかったので、無
残な壊れ方をしました。
熊本地震は震度７が２回ありました。１回目の震

何が起きるかというと、第２のピラミッドです。
橋は、コンクリートや鉄でできています。コンク
リートは60年ぐらい、鉄だと50年ぐらい持ちます。

度７のときに避難所として使っていた小学校の体

もちろんいろいろな手だてを講じて長持ちさせるこ

育館が、２回目の震度７のとき、天井が壊れまし

とはできますが、それでも無限には使えなくて、ど

た。それで避難所として使えなくなったのですが、

こかで更新しなければなりません。つまり、今ある

ショッキングだったのは耐震補強済みだったことで

ものをそのまま残そうと思うのであれば、第２のピ
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ラミッドを作らなければならないのです。第２の集

きはやめようというのが正しいのです。

中公共投資をしなければならないのです。なぜその

でも、そうは言っていませんでした。あたかも第

ようなピラミッドが来るのかというと、第１のピラ

２のピラミッドが来ないかのような行動を取ってし

ミッドがあるからです。集中投資をしたから、老朽

まったことが当時の政権の大きな誤りであるし、そ

化も集中することになるわけです。

れに対して明確な指摘ができなかったわれわれ経済

橋梁に関しては2020～2030年代に、年間１万本の

学者にも非常に大きな責任があると思います。イン

橋を架け替える時代がやって来ます。架け替えら

フラには景気浮揚効果があるのかないのかというこ

れなければ、老朽化して使用停止していかなけれ

とを延々と研究してきているわけですが、それより

ばなりません。でも、架け替えるための予算は年

ももっと大事なことがあります。老朽するという単

間1,000本分しかなく、そろばん勘定が合いません。

純なことをなぜ指摘できなかったのか。経済学者だ

国交省や県市の方に聞くと、インフラ関係の技術屋

けではないのですが、いろいろな人がいろいろな責

さんは皆さん非常に責任感があって、頑張ろうとす

任を負っていると思います。この話を最近は高校生

るのです。長寿命化しているから何とかなるとおっ

や中学生にもするのですが、誰でも分かります。中

しゃいます。でも、予算は10分の１しかありませ

学生でもこのことが分かります。なぜ大人が気付か

ん。10倍長寿命化するのであればそろばんは合いま

なかったのかということです。それは、学校や公営

すが、60年の耐用年数を600年まで延ばすことはで

住宅も全てそうです。

きなくて、せいぜい80年ぐらいなので、そろばんが
合わないという話なのです。
長寿命化は大事なのですが、それでは全くそろば

４．政策の変更

そして、いよいよ政策が変更になりました。笹子

んが合いません。PPPでもそろばんは合いません。

トンネルの事故を経てのことだったのは非常に残念

PPPは全く万能ではないというふうに、私はこの事

なことではあります。やはり人が亡くならないと気

実をもって思うのですが、長寿命化もPPPもやらな

付かないというのは非常に残念ではあるのですが、

ければならないのです。ですから、ありとあらゆる

結果的には政策ががらっと切り替わり、全国の地方

ことをやらなければならなくて、その中の重要な選

公共団体は、公共施設等総合管理計画という今まで

択肢としてPPPが存在すると思ってください。

にないような計画を策定することを求められまし

もう一度ピラミッドをおさらいすると、第２のピ
ラミッドが必要になるということです。若い世代か

た。今ではほぼ全て策定済みとなり、これからは実
行することになります。

らすると、どうしてそのようなピラミッド型の投資

今までにないというのは何かというと、将来のそ

をしたのか、以前集中したから老朽化が集中するの

ろばんをはじくということです。県にも市にも総合

であり、もう少し平坦にできなかったのかと思うか

計画がありますが、総合計画を信用している民間企

もしれませんが、これが高度成長なのです。高度成

業はないと思います。というのは、財源の裏付けが

長期に、先進国になるためにインフラの集中投資を

全くないからです。やりたいことを総花でばんばん

したのです。これは正しかったと思います。そのお

と入れても計画ではありません。だから、総合計画

かげで、われわれは非常に豊かな生活を送っていま

を作るのだったら、フィージブルな計画をしっかり

す。

作ることです。

しかし、もしこれを諸外国のように50年かけて戦

この総合管理計画では、将来更新費用の計算を行

後復興からやっていたら、恐らくいまだに公共下水

います。どのくらい足りないのかという、先ほどの

道の普及率は50％にも達していなかったと思いま

ピラミッドの山と谷を測定するのです。私も日本全

す。ですので、非常に豊かな生活を送らせてもらえ

国の自治体のコンサルティングを多くやっています

たという意味で第１のピラミッドは正解なのです

が、今まで足りたところは一つもありません。極端

が、問題は第２のピラミッドが到来することを予見

に言うと、５～６倍足りないところもあります。ど

していなかったことです。先ほど平成21（2009）年

うするのかという感じがしますが、不足する場合は

の衆院選で、「コンクリートから人へ」を主張した

統廃合を含めて実施するように総務省の指針で定め

民主党が勝ったと言いましたが、もし予見している

られています。総務省の文書で統廃合という言葉が

のであれば、そういう言い方ではなかったと思いま

書かれたのは恐らく初めてだろうと思います。

す。老朽化対策をしっかりした上で、無駄なばらま
12
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やはり役人的には廃止という言葉を書きたくない

のです。でも、減らさないとどうしようもないの

権利を阻害することになるのです。人数ではないの

で、長寿命化や公民連携などたくさん書いてありま

ですが、学級数が学校教育法という法律事項で決

すが、統廃合しないと駄目ということが書いてあり

まっています。なので、どこにいてもこのような教

ます。さらに、今後30年間で30％減らすというよう

育を等しく受ける権利を保障してあげることが大事

な具体的な削減率を数値目標にすることになってい

なところです。

ます。そうすると、その目標に基づいて計画を実行

学校の統廃合をしようとすると、よく地域の大人

していくことになるので、国の政策レベルではかな

が反対することがあります。しかし、そもそも地域

り大変な転換をしたつもりです。

の大人のために学校を作っているのではないので

自治体のレベルでも、すったもんだをいろいろ

す。子どもたちのために作っているのだから、子ど

やって作っていただいているのですが、やはり実行

もたちにとってどういう教育環境がいいのかを最優

の段になると、そう簡単にはいきません。

先で考えることが地域の大人の義務です。自分の都
合ではないのです。自分が卒業した学校がなくなる

５．種類別の変更点および具体例
５－１．学校

のは寂しいとか、自分が公民館として使っているの

こういうふうにすればどうかという究極の姿を示し

げることが適切なのか、それが大人の役割なのかど

ていきたいと思います。最後にまとめて言います

うかということを考えていただきたい。ですので、

が、処方箋が一つ一つ違うので、それを見ながら皆

廃校になってしまうから子どもはそこにいろという

さんご自分の立場に応じて解釈していただければと

ような「子供人質論」は、全くの本末転倒だろうと

思います。

思います。

実行するのはなかなか大変なので、ここからは、

で活動できなくなるのは寂しいというレベルの話で
はなく、子どもたちにどういう教育環境を与えてあ

大ざっぱに言うと、公共施設とそれ以外の土木イ

実態としては、適正規模の目安を大幅に下回っ

ンフラ（道路、橋梁、水道・下水道）は大体半々だ

ています。平均は小学校の場合、324人です。先ほ

と思ってください。100のコストがかかるとすると、

ど目安の下限は460人と言いましたが、下限すら下

公共施設が50、土木インフラが50です。公共施設50

回っています。ですから、小規模校が非常に多いこ

のうち４割ぐらいが学校です。つまり、全体の２割

とになります。なぜ多いかというと、ベビーブーム

が学校です。ですから、インフラの老朽化問題の財

の頂点のときには日本全国で1,300万人の小学生が

源が足りなくて大変だというときに、学校を聖域化

いましたが、今は650万人で、半分になっています。

してしまうと先に進みません。なので、まず学校を

子どもたちは50％減っているにもかかわらず、学校

先に手を打つのがこのプログラムの考え方です。

数は25％しか減っていないので、差し引き25％分

日本の学校教育法のシステムは非常に合理的で、

が小規模校化していることになります。とはいえ、

子弟が全国どこにいても均等に同じような教育を受

25％減っているので、統廃合を全くしていないわけ

けられるようにできる権利を保障しています。それ

ではなくて、結構してはいるのです。なので、それ

が親にとっては教育の義務になるのですが、義務教

を加速することです。やっているところはしっかり

育なのだから当然です。その義務教育の根幹とし

やっていますが、やっていないところは全然やって

て、学校の数や規模、距離などの目安を非常に分か

いないので、地域によってそういう違いがあるのは

りやすい基準で作ってあります。それを見ると、小

良くありません。

学校や中学校には適正規模というものがあります。

学校を統廃合すると遠くなるのですが、60分以内

算出式は単純な掛け算、足し算なのですが、小学校

（30km以内）はスクールバス通学が認められている

の児童数は460～690人、中学校は480～720人の幅に

ので、GIS（地理情報システム）を分析して30kmの

入っている必要があります。

同心円を描いていくと、本州の場合はほぼフルにカ

これを下回る場合は、小規模校になります。小規

バーされます。30km以内に存続校が残らない所も

模校がたくさんあるとお金がかかるという面は正直

まれにあって、飛騨高山や九州の五家荘など本当に

あるのですが、そもそも弊害があるといわれていま

辺鄙な所は残されるのですが、まずカバーされるの

す。クラス替えができないとか、習熟別指導ができ

で、スクールバスで通うことになります。

ないとか、部活が制限されるとか、教員の専門性が

ただ、北海道や離島はさすがにそれではカバーし

低くなるとか、小規模校ではそういう教育を受ける

切れない所があるので、そこは別のルールにしなけ
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ればならないのですが、別のルールを考えるとき

所まで行って、病気の子どもを預かってくれます。

も、学校というインフラを残すのではなくて、ハイ

これは公共でないとできません。民間人に子どもを

ブリッド方式が考えられます。日常はテレビ会議で

預けることは相当なリスクがあるので、公権力を

遠隔教育をします。テレビ会議を設置する場所があ

持った公務員が来て預かります。この施設には看護

ればいいので、学校は要らなくて、集会所に置いて

師がいますから、きちんとケアしてあげることがで

おけばよくなります。週末や休業のときに本校に通

き、場合によっては病院に連れていくこともありま

学して音楽や体育などの集合教育を受けるハイブ

す。

リッド教育は、民間の技術をもってすれば簡単にで

それから、ママホテルのようなものを整備してい

きます。これをもって教育といえるかどうかという

ます。産後うつになりかねないような症状のお母さ

教育上の議論はもちろんありますが、今のネットの

んを泊まれるようにする施設です。子どもも連れて

技術は本当に素晴らしいです。

きてよくて、子どもは別の部屋で保健師がちゃんと

私どもの大学院でも、全国の自治体職員にオンラ

見てくれて、お母さんはゆっくり寝ることができま

インで入学していただいてオンラインで教育してい

す。そういうものを民間でやるととてもハイコスト

ますが、遅れが全くないのです。木曜日に遠隔専用

になるので、公共でやります。

のゼミをやっていて、北海道から沖縄までの13～14

この二つに限定していて、何でもかんでもやりま

人が入って集団テレビ会議をするのですが、どこか

せん。明らかに民間では無理だというところだけ限

に集まるのは大変です。でも、テレビ会議を毎週す

定して、残りの空間は専門学校２校など全て民間で

るだけでもコミュニケーションは十分取れますし、

す。学校を廃校にすると、子どもたちの声が聞かれ

今の子どもたちであれば、もっと簡単にできると思

なくなり、にぎわいがなくなります。地元としては

います。

何とか子どもたちにいてほしいですが、さすがに小

なので、これはPPPのかなり進んだ事例になると

さい子はもういないので、専門学校を誘致しようと

思います。民間の技術を生かして、教育の仕組み自

考え、２校誘致しました。今では数百人の若者がい

体を変えていくのです。だから、学校PFIというの

るわけですから、これは大成功だと思います。

は、話としてはかなり手前なのです。簡単にできる

あとは、民間のスポーツクラブが入っていて、高

ことなのですけど、もっと重い課題に対応するため

齢者の利用が多いのですが、そういう集客施設に転

には、教育サービスが渡す技術自体や方式を変えて

用することによって、まちのにぎわいを維持しつ

いくところに民間の力を使うという発想になってい

つ、民間のビジネスチャンスもできるし、税金はか

ただけるといいと思います。

からなくなります。小学校を１校維持するのに大変

学校統廃合の成功事例といわれている富山市の事

なお金がかかるのですが、それをすっきりゼロにし

例では、都心の学校７校を２校に統合しました。既

て、特定のサービスだけに特化しています。お金は

に完成していて、拠点校はPFIで造っています。跡

結構かかるのですが、統廃合しなければもっとか

地はPPPで開発したのですが、跡地に公共施設を

かったはずなので許容するという考え方です。

造ったら、お金がかかるだけなのでPPPになりませ

これは、PPPを通じてまちづくりをしていること

ん。そこで、地域包括ケア拠点を整備しました。一

になると思います。ありとあらゆるところに民間の

般的にいわれている地域包括ケアのような包括制で

知恵が入ってくるのですが、これはPPPであるとい

はなく、福祉の中でなかなか民間ができないような

う話ではなくて、まち全体をつくっていこうという

もの、基本的に富山市の場合、民でできるものは民

話として理解していただくといいと思います。

でやっていいますが、なかなかできないものとして

それから、夕張市は９校を２校に減らしていま

病児保育を公共でやることにし、病児保育施設を入

す。学校統廃合の話をするときにはいろいろ反対が

れました。

多いので、この話をよくするのですが、夕張市は東

全国で初めてのピックアップができる病児保育施

京特別区よりも広いのに、小学校がわずか１校しか

設です。保育所や幼稚園でお子さんが病気で熱を出

ないのです。人口が減っていて、分散して住んでい

すと、
「お母さん、引き取ってください」という話

るのです。なので、
「夕張市民がかわいそうだ」と

になります。そうすると、お母さんはどのみち早引

言って、兵庫県民みんながお金を出し合って夕張市

きして家に連れて帰るわけです。それができないか

の学校を維持してくれればいいのですが、誰もその

ら困っているので、この施設では市の保健師が保育

ようなことはしません。そうしてルールどおり粛々
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と統廃合を進めた結果、東京特別区よりも広い所に

使えません。だから、最小限の維持管理はするけれ

わずか１校になりました。でも、これで先ほど言っ

ども、避難所として取っておくことには全然抵抗が

たスクールバス圏内にしっかり入るので、日本一長

ないのです。なので、これもPPPなのです。民間に

くスクールバスに乗っている小学生が夕張市にいる

避難所を経営してもらっているということ、民間に

のが実態です。そういうルールなのです。

雇用を創出してもらっているということです。なの

だから、「夕張市は60分をかけていいでしょう。
うちはスクールバスなどとんでもない。徒歩圏内に

で、原始的な形態のPPPなのですが、非常に上手に
やっています。

残せ」と言うのはわがままでしょう。それは通らな
い話です。増税して、地域みんなでお金を出し合っ
て賄うのだったらいいですが、片やこういうところ

５－２．地区単位の施設

では、学校以外はどうかというと、校区単位で存

があるにもかかわらず、うちだけは別で統廃合しな

在するもの（子育て支援、高齢福祉、障害福祉、社

いというのは通らないということです。

会教育の各施設）も基本的に今は民間です。民間比

PPPの観点で非常に面白いのは、９校が２校に

率を見ると、子育ては３分の２から８割で、まだ

なったので７校の廃校舎があるわけです。先ほどの

ちょっと低いのですが、福祉はほぼ100％が民間で

富山市のように、廃校を自分で使ったり、学校を誘

す。これらは社会福祉法人や医療法人や学校法人な

致するのはもちろんあるのですが、そういうものは

ので、営利法人ももちろんありますが少ないです。

なかなかないので、普通は売ったり貸したりしま

しかし、民間ですから倒産することもあります。

す。ところが、夕張市のように、人口が減ったから

では、なぜ福祉を民間でできるのかというと、高

廃校になったところには市場性が全くないので、値

齢福祉施設に関しては介護保険があるからです。障

段が付かず、最初から無償でした。無償で出して、

害福祉と児童福祉に関しては、補助金があるからで

引き取ってくれるのだったらなお結構ということで

す。われわれ国民は、国税もしくは介護保険料の形

す。こういうことをすると、「ただで出すとはけし

で、充実した福祉サービスを受けられるための負担

からん」と言う人がいるのですが、けしからんかど

をしているのです。それを原資にして民間の法人

うかはマーケットが決めることなので、誰も手を挙

は、営利企業も含めてこういう福祉サービスを営む

げてくれなければ使われないだけの話です。それに

ことが簡単にできるのです。なので、重ねてこれは

比べれば、ただでも使ってもらえるだけありがたい

公共施設を維持する必要は全くないと思います。も

わけです。

し公共施設を維持するとすれば、国税を払った上に

夕張市は賢くて、ただで貸しますが、条件を二つ

地方税も払うという二重の支払いをすることになる

提示しました。一つは、雇用を１人でも創出するこ

ので、筋が通りません。ここは基本的に全部民間に

とです。７校中６校が雇用創出を実現していて、合

任せる領域だろうと思います。

計50人ぐらいだったと思います。9,000人を切る人

子育てもそうです。保育所の保護者負担は、認可

口のところで50人雇用を創出するのは大変なもの

保育園であれば、公共の保育園だろうが、民間の保

です。民間企業が立地したり、NPOが立地したり、

育園だろうが同じになるようにしています。これ

学校全体というか一部だけなのですが、そこで３人

は、全部を公共でやることができないからです。民

とか５人を雇用しています。障害者雇用の施設が二

間でも同じサービスを受けられるのであれば、民間

つあって、障害者の就労支援をしている施設もあ

にどんどんシフトしていけばいいと思います。

り、非常に良いことだと思います。雇用が実現でき
るのであれば、賃料はただでも全然いいのです。

ということで、これもほとんどプライベートとい
う意味のPPPなのです。子育てや福祉という公共の

もう一つは、避難所協定を結ぶことです。学校統

目的を、社会福祉法人や学校法人や医療法人が達成

廃合の反対理由の一つは、避難所がなくなるからで

しているいう点でPPPなのです。これも昔からある

す。それはそのとおりだと思います。夕張市の場

ようなタイプのPPPですが、制度がしっかりしてい

合、避難所協定条件付きです。自然災害が起きたと

ます。制度の持続性はちょっと心もとない感じはし

きは避難所として使う協定が締結されています。な

ますが、今の段階では十分に民間でできます。そう

ぜかというと、民間からすると、学校のような巨大

いう意味では、国全体の制度が民間を支えているタ

な施設を全部使うことは普通ないのです。工場でも

イプのPPPだと思います。

造れば別ですが、普通はないのです。特に体育館は

鹿児島県鹿屋市の事例は、もっと現代的なPFIで
兵庫自治学 Vol.25 2019

15

す。鹿屋市には子育て支援住宅というものがあっ

ですし、神戸市だったらいくらでもあると思いま

て、公営住宅を建て替えたのですが、建て替えたと

す。そういうところに行ってもらえばいいのではな

きに子育て世代に限定したのです。公営住宅は高齢

いかということです。公民館を自前で造って自主事

単身あるいは高齢者の２人世帯が非常に多いので、

業をやる必要は、どうしても民間で提供していな

そこはできるだけ縮小して、小さな部屋に移ってい

いものはやればいいと思いますが、語学や音楽や

ただく政策を取っているのですが、片や子育て世代

ちょっとしたスポーツなどは民間に任せればいいの

は誘致したいわけです。なので、そのために投資し

ではないでしょうか。

て、結構立派な子育て専用公営住宅を造り、Ｉター

それから、集会所を市民に譲渡する方法がありま

ンを引っ張ってくることにしました。ついては、付

す。地域移管といわれているものです。これも無償

帯サービスがなければならないということで、民間

で譲渡しています。集会所は使う人の範囲がものす

の子育て支援センターになりますけれども、アフ

ごく狭く、そのコミュニティだけでしか使いませ

タースクール（民間学童）やママカフェを付けてい

ん。そこに全員から集めた税金を投入するのは、受

ます。

益と負担の考え方からすればバランスが悪過ぎると

これは全て地元の企業がやっていて、地元のPFI

いうことで、地域で管理してもらう代わりに、イニ

としても有名な案件なのですが、非常にいいです

シャルコストは大変なので、今あるものは譲渡しま

ね。今年３月にオープンしたばかりなのですが、非

す。修繕もするので、10年ぐらいは何もしなくても

常に評判が良くて、ママカフェなども、公共がやる

大丈夫という状態で渡されて、それを使っていま

と保健師がいたりして専門的な相談を受けられるの

す。

ですが、やはり保健師も自分が母親だからというの

地域の方は、今まで行政があれこれとやってくれ

はもちろんあるのですが、公務員対市民なのです。

ていたのを地域の責任でやることになりますから、

そういう壁がどうしてもあるのですが、ママカフェ

多少手間はかかりますが、それがコミュニティだと

というのは、公務員の保健師も時々来ますが、基本

いうふうに思ってやっています。逆にいうと、公務

的には子育て中のママ同士が交流します。子育てマ

員がやってくれるから使って、自分で管理しなけれ

マのお悩みは、子育てママがお聞きするのが一番い

ばならないのはめんどくさいから使わないというの

いというポリシーらしく、ちょっと前に悩んでいて

は、大したコミュニティではないのです。

解決した人の話を聞くというのが非常にいいだろう

実は私が住んでいる地域は、その大したコミュニ

なと思います。これも地元の民間企業がプランニン

ティではない方の地域で、結局ギブアップしまし

グして、行政に提案して、採択された案件です。

た。建て替えるときに補助金が出るのですが、補助

東京都千代田区にはバウチャーということで、公

金の裏は自分たちでお金を集めないといけません。

共サービスをチケットで買う制度もあります。公共

それで、750万円を集めるという話になったところ、

的なサービスには行政が行っている場合と民間が

全員が「ノー」でした。100％行政が負担すれば「イ

行っている場合の両方あるので、どちらかを選択

エス」になるのです。それは、自分がやらないから

できるようにバウチャーを導入しています。バウ

です。だけど、半分でも自己負担を求めると全く変

チャーとは、サービスを受けられる権利をチケット

わってきます。関東は大体、相当な地域負担を求め

にしたものなのですが、千代田区は都心なので、社

るところが増えてきているので、この種のものはど

会教育や生涯学習のサービスをするのはやめること

んどん縮小しています。でも、必要であれば自分た

にしました。語学学校や調理教室・料理教室などは

ちでやるというのも非常に立派なコミュニティだと

民間に山ほどあるので、そちらに行ってくださいと

思います。

いうことです。バウチャーを最後に、年間１人当た
り上限１万円まで補助します。なので、１万円の補
助を受けられるので、安く行けます。それから、民

５－３．全域に一つの施設（庁舎）

今は小さな施設の話をしましたが、市役所を自前

間からすればお客さんが来てくれるし、税金の負担

で持たずにリースする考え方もあります。建物は、

が軽くなるし、施設も造らなくて済みます。これも

今の技術で建てると100年ぐらい持ってしまうので

バウチャーという点ではPPPです。

す。そうなると、100年後の未来がどうなっている

これは、これからどんどん増やしていけばいいと
思います。東京都心でなくても、ないわけではない
16
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か分かりません。せいぜい20年ぐらいしか見込めな
いので、愛知県高浜市は20年リースで造っていて、

20年後には解体します。リース会社は、解体した使
用部材をストックしていて、似たようなことをあち

５－５．道路・橋梁

今まで申し上げたように、公共施設にはいろいろ

こちでやっていて、転用するわけです。そういうふ

な手だてがあります。PPPもあるし、長寿命化もあ

うに、固定的な設備投資を、固定費ではなく変動費

るし、絶対的に統廃合する方法もあるし、民間の知

に切り替える発想になります。

恵が至るところに入っていると思いますが、それは

埼玉県宮代町では、議会の議場をコミュニティセ

できるのです。なので、極端な話、学校以外はやめ

ンターのホールと共用しています。議会の議場ほど

てしまうということです。施設はやめてしまって、

稼働率の低い資産はありません。日本全国に1,750

必要であれば民間のものを借りるぐらい、あるいは

あるわけですから、これを何とかしてほしいという

学校の中に入れるぐらいで十分だと思います。公民

のが国民的な考え方だと思いますが、それをホール

館がなくなっても死にはしません。

として使うのです。ここの場合、議場をホールとし

路や橋梁は話が違います。やはり命に直結しますか

て使っているのではなく、ホールを時々議場として

ら、なかなか減らせないのです。ネットワークイン

借りるというふうに、稼働率の低い方が借りる側に

フラであり、減らした途端に機能が低下するので、

回っています。

こちらはちょっと簡単ではありません。市民に聞く

ところが、道

と、
「やはり土木インフラは大切ですよね」と多く

５－４．広 域に利用される施設（病院、ホール
など）

の人が言います。それから、橋梁の点検はどんどん

それから、広域に利用される施設としては、あま

ものが修繕されている割合は２割にも達していませ

りPPPではないのですが、病院や社会教育施設の事

ん。壊れていて危ないことは分かったけれども、そ

例が最近非常に増えています。病院も相当古くなっ

のままになっているものが非常に多いということで

ているので、個別に建て替えたら大変です。そこ

す。

で、広域連携して、まとまって建て替えるのです。

やっていますが、点検結果で「要修繕」と言われた

そういう中で、インフラ系はなかなかないのです

内閣府のデータによると、総合病院で診療報酬だけ

が、長野県下條村では市民が自分でやろうというこ

で黒字になるためには、人口30万人程度の規模が必

とで、生活道路を自分たちで舗装しています。生活

要です。だから、中核市レベル以上になります。で

道路は舗装しないと村が宣言しているので、舗装し

も実際には、人口５万～10万人でも病院はたくさん

たければ資材を提供するから自分でやりなさいとい

あって、大体赤字です。そして、その補填は、一般

うことで、みんな自分でやっています。本来、イン

会計から繰り出すわけです。

フラとはこういうものです。川が渡れないから橋を

病院の人たちは「病院は大事でしょう。税金を
使って当然」と言います。それが病院事業会計の中

架けるといって、みんなで普請するわけです。そう
いうふうに原点に返ったような話だと思います。

での話であればいいのですが、一般会計を使うとな

それから、道守といって、橋梁や道路の点検をみ

ると、一般会計は他のことにも使うわけです。学校

んなでやっているところがあります。専門家も一部

にも使うし、社会教育にも使うし、子育てにも福祉

入りますが、基本的には一般の市民が研修を受け

にも使います。もちろんインフラにも使うわけで

て、ひび割れやクラックを点検する仕組みなのです

す。

が、こちらでも多分あると思います。非常にいいと

それらに比べて、常に病院が上であると誰が決め
たのでしょうか。病院の人は、決める立場にありま

思います。インフラが大事であることを肌身に染み
て市民として感じられると思います。

せん。市民的な議論をしてどれを優先させるかを考

東京都府中市では、民間企業がやっています。道

えるプロセスが欠けた状態で病院が建て替わってい

路や橋梁は基本的に事後保全といって、事前には何

る事例が非常に多いのです。病院の赤字はものすご

もしないで、穴が開いたらふさぎます。都道府県の

く巨大化していくので、大変だろうと思います。な

場合はもうちょっと予防的にやっていますが、基本

ので、こういう形で広域連携していけば、市民に

的に基礎自治体の市町村の場合は事後保全です。な

とってはちょっと遠いかもしれないけれども、病院

ぜ事後保全かというと、予防保全の予算が付かない

は毎日行くところではないので、それよりは持続可

からです。その結果、結構大きな事故が起きたとき

能な医療を提供した方がはるかにいいのではないか

は予備費を使ったり、補正予算を計上するというふ

と思います。

うに、そのときに手当てをすれば何とかなるという
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のが従来の考え方でした。これが事後保全です。

できませんが、異常値を絞り込むことでチェック箇

しかし、事後保全は何も保全していません。人が

所を減らすことができるものです。加速度センサー

死んでしまってから事後保全は何の意味もないわけ

は、スマホの中にも入っていますから、皆さんも

ですから、今は国交省の方で「ちゃんと予防保全し

持っています。そのレベルです。

なさい」と言っています。それで、橋梁は５年に１

これは民間の技術とネットワークが駆使された結

回点検するという決まりが出てきたのですが、国交

果、公共が最も不安に思っている道路の安全性に光

省が言えるのは点検義務までで、修繕義務までは予

を当てた新商品が開発されたことになります。これ

算を持っていないので言えません。そして、結局予

もPPPですよね。普通のPPPよりもスケールが大き

算が付かないの状況です。

いです。そのうち、これに自動運転が入ってきて、

これは大変だということで、東京都府中市では民
間企業に委託しています。民間ならできるのかとい

従来と全く違うインフラの提供がなされると思いま
す。

うと、とにかく毎日毎日パトロールするわけです。
そうすると異常が分かります。早めに手を打てば、
重くなる前の軽い状態で修復可能ということが非常

５－６．水道・下水道

水道・下水道は、料金を引き上げることが一番で

に頻繁にあるそうです。人間の健康と一緒で、重い

す。現状が低過ぎます。維持管理していないので

病気になってから病院に行くと高い治療費がかかる

す。維持管理費用を上乗せしないで料金を取ってい

けれども、日々健康に気遣っていれば、お金はかか

るため、採算が取れるはずがないのです。即刻上げ

るけれども病気になるよりはいいという話です。と

てほしいと私は主張しています。これは年金と同じ

いうことで、これは民間の知恵で予防保全を導入し

面があって、負担すべき人が負担してこなかったの

つつ、事後保全のときのコストよりも大幅に安くす

です。だから、仕組み全体が破綻しています。これ

ることを実現しています。

から水道料金を上げなければならないのですが、上

それから、技術開発系のPPPとしては、地中空洞
探査事業があります。やはり技術の一番の花は道路
です。冒頭に申し上げたような公共下水道に起因す

げたくて上げるのではなく、今まで上げさせてもら
えなかったから仕方ないのです。
これは行政の責任では全くありません。今日は行

る空洞は、地表から見ても気付きません。それで、

政の方が多いので心強いと思ったかもしれません

マイクロ波を当てて、空洞を画像で把握するので

が、そういうことなのです。水道法改正が国会でこ

す。見つけたら、探査を委託している会社から「診

れからまた審議されますが、当然だと思います。

断してください」結果の報告があって、穴があると

それでも水道管は膨大な投資が必要なので、給水

いうことになったら、その穴を埋める作業は行政が

車を使ったり、下水道の場合には合併槽を使った

やるという仕組みです。

り、ネットワークインフラに依存しない形にしてい

東京都大田区の中小企業で、海外で地雷の探査を
していた会社は、日本には地雷がないので、日本で

こうというのがこれからの新しい作り方だと思いま
す。

使うとはゆめゆめ思っていなかったのですが、試し
に走らせてみたら地面の下にはいろいろなものがあ
ることが分かりました。一番驚いたのは、何もない

５－７．総合管理計画の最善の選択肢

今申し上げたようなものを整理したものです。こ

空間があることが分かったことです。日本全国を探

れが各自治体で作っている総合管理計画を整理した

査車が走り回っています。非常にいい技術開発の事

ものであり、こういうふうにするといいという計画

例だと思います。

なのですが、実際にここまで極端にやるところはも

道路の表面の性状を把握する事業もあります。阪

ちろんありませんが、結構いい線を行っているとこ

急阪神ホールディングスが絡んでいる事業で、加速

ろがかなりあります。なので、一生懸命考えると、

度センサーを設置した阪急バス、阪神バスが毎日同

誰が考えてもおのずとこういうところに行き着くの

じ所を走ると、がたがたしたところではセンサーが

だろうという感じがするので、あとは実行になるか

反応します。そのデータが通信されて、コントロー

と思います。

ルセンターに行って、ビッグデータになります。こ

最後に、この話をよく商工会議所などでもしま

こ１週間ほどで何らかの異常値が続いた場合は、そ

す。地域のピンチに貢献できないような民間企業・

こだけを見にいきます。道路全体を見るのはとても

地元企業は要らない、存在価値を問われるというこ

18
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とです。では、どのような役立ち方をするかという
と、大体PPPといえば建設会社の話でしょうという
ことになるのですが、それでは狭いのです。

質疑応答
（フロア）
 橋梁の話で、修理しなければならないも

確かに設計や建設は当然ありますが、先ほどの話

ののうち実際に修理しているのは２割程度

でいくと、水道会社や造園会社、あとは不動産会社

とおっしゃいましたが、修理しなければな

です。大量の空き地がこれから出てきます。民間の

らないものは、全体の何割ぐらいなので

空き家も山ほどあります。これを公共が借り受け

しょうか。

て、公共住宅に転用することも十分あると思いま
す。

（根本）
 国の指針で、橋梁の安全性を四つに分けて

あとは、サービス系の会社です。福祉も、現在で

います。平常というものと、長期的には問題

も十分に民間がやっていますが、さらに福祉関係の

があるので徐々に修繕してくださいというも

ソフトを作っていくことが必要です。

のと、比較的早く修繕してくださいというも

それから、交通です。あちこちにインフラを造れ

のと、ただちに止めなさいという四つです。

ないので、交通機関によって人を動かすことが大事

ただちに止めなさいというものは、ほとんど

になってきます。スクールバスや、自動運転という

ありません。それから、要修繕は10％です。

のは本当に期待できます。公民館や図書館や病院な

対象は60万あるので、約６万橋となります。

ど、全部自動運転車でやればいいのです。そうする

そのうち２割しか修繕されていないというこ

と、固定資産を造らなくてもよくなって、患者のと

とです。これは国土交通省のホームページに

ころまで行くことができます。集落に人がいなくな

一番新しい資料が出ていると思うので、それ

れば、そこには行かないだけの話なのです。移動す

をご覧いただければ、もうちょっと先に進ん

ることによって固定的な投資を不要にしていきま

でいるかもしれません。

す。

 質問がなければ、ちょっとお見せしようと

電子・情報、金融にももちろんいろいろなチャ
ンス、貢献の可能性があります。民間企業にPPPの

思ったものがあるので、お見せしたいと思い
ます。

話をすると、
「PFIは難しくて、うちはできません」

 私自身は、学校の統廃合をシミュレーショ

と言うのですが、「PFIのことを言っているのでは

ンして、日本全国で学校を拠点とした地域を

なくて、もっと幅広い活躍ができると思います。あ

どのくらいつくっていくのかというのを、地

なた方が持っている技術や人材を使えば、いろいろ

図で見えるようにする研究をしています。こ

な地域の悩みを解決できる能力があるでしょう。一

れはNHKなどで取り上げられたのですが、

度、自分の会社の棚卸しをしてみてください」と

それをちょっと映してみます。

言っています。その結果、出てきたのが先ほどのマ

 たまたま北海道が映っていますが、これは

イクロ波を当てる技術なのです。

どういうものかというと、先ほどご紹介した

なので、ぜひこういうことを考えていただいて、

文部科学省の基準に基づいて全国の学校を統

学校が拠点になればコンビニも出店できるし、カ

廃合していくシミュレーションを、３万校を

フェも出店できるし、ガソリンスタンドも来ます。

対象にしてやっています。

今なくて困っているようなものを学校の拠点の周辺

 赤は、小学校だと690人の上限を上回るよ

に集めることによって、損益分岐点が下がります。

うなところ、将来子どもが減ることを織り込

なので、コンパクトに住むことはとても大事だと思

んでも拠点として残るようなところです。青

います。

は460人の方で、もう少し減ると廃校になっ

あとはご質問をお受けできればと思います。どう
もご清聴ありがとうございました。

てしまうようなところです。白は統廃合対象
になるところで、全国で見るともうほとんど
白ではないかという感じに見えると思います
が、赤もしっかり残っています。
 これは学校の統廃合を見るというよりは、
まちづくりがしっかりできているかどうかを
見ることにも使えます。先ほど優秀事例とし
兵庫自治学 Vol.25 2019
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て挙げた富山市ですが、一極集中していると

 こういう同心円描きを延々とやっているの

真ん中に赤が残るのです。富山市の場合、確

ですが、しっかりと拠点を明示して、そこに

かに富山駅周辺に赤が多いです。だけど、こ

集約しているところと、大多数はできていな

ういう形で周辺部にも学校がしっかり残って

いというパターンがあります。実はこのツー

います。これが富山市の言う「串と団子型」

ル自体、なかなか公開して皆さんにやってい

です。一極集中させないで、団子としての拠

ただくわけにいかないような、個別情報とい

点を周辺に何カ所か付けて、その間を公共交

うか、非公開情報を含んでいるのですが、こ

通機関で結ぶという「串と団子型」のコンパ

ういう図を見ながら、これから自分たちの地

クトシティを富山市は標榜しているのです

域をどうしていくかをみんなで考え、行政対

が、それが見事に出来上がっている図になり

民間対市民ではなく、みんなが同じ立場で考

ます。

えることに使えると思います。

 本来、仮説としては駅前に集中しているだ

 これが阪神間ですが、やはり海側は大丈夫

ろうと思っていたのですが、実際には周辺部

なのですが、山側が非常に白になっていま

にも残っています。富山市は非常に面積が大

す。なので、ニュータウンを開発したけれど

きく、南側は岐阜県高山市なのですが、この

も、高齢化・少子化が進んでしまって、学校

辺も富山市なのです。この辺の子どもが富山

を維持できない所が多発しています。そうい

駅まで通うためには90分かかるのです。さす

う人たちが恐らく海側に引っ越してきている

がにそういうコンパクト化はけしからんとい

という感じがします。さすが神戸市は政令市

う話になるのですが、実は大沢野という所に

なので、大阪も含めてですけど赤が多いです

ちょうど拠点が残っているのです。ここまで

が、都心でもかなりフォーカスしていくと白

なら30～40分で行けるので、まちづくりに

が残っているので、都心は都心で空洞化が進

よって巧拙が出るというか、上手に造ってき

んでいることが分かります。

たところとそうでないところがはっきりと分

 これはPPPと離れていますが、まちづくり

かります。富山市は今までも統廃合を比較的

を考えるときには、これでなくてもいいので

しっかりやってきているので、こういうめり

すけど、実際の地図とデータをしっかり持っ

はりの利いたまちになっています。要する

た上で議論する、客観的なエビデンスに基づ

に、これは通知表なのです。

いてまちの方向性を議論することを続けてい

 やっていないとどのようなことが起きるか

くと、今までなかったような建設的な議論が

というと、やっていないところは山ほどある

できるのではないかと思っています。あちこ

のですが、例えば鹿児島の奄美大島です。こ

ちでそういう実験をやっているところなので

れが大島で、これが徳之島なのですが、ほと

すが、もしご関心があれば、お声を掛けてい

んど白なのです。徳之島には三つの町がある

ただければ何らかのお役に立てることがある

のですが、それぞれ全く統廃合しないで現在

かもしれません。

に至っているので、真ん中のところには400
人や370人の拠点校があるのですが、このよ
うに14人とか５人とか８人というレベルの学
校があるのです。
 こういうところに子どもたちを置いてい
て、本当にいいのかということだと思いま
す。遠いからということなのですが、本当
に遠いのかということで30km圏内で同心円
を描いてみます。これがすっぽり入ったら、
スクールバスに替えるという話なのですが、
すっぽりどころか、海まで全部カバーできま
す。これは子どもたちの権利が守られていな
いという例です。
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