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◎表紙写真／11月14日は埼玉県民の日（埼玉県庁　東玄関懸垂幕）
　1871（明治４）年廃藩置県が行われ、11月14日（旧暦）に「埼玉県」が誕生したころから、
ちょうど100年目にあたる1971（昭和46）年に制定された。



◎表紙写真／写真は、自治のかぜに登場いただいた長瀞町から提供されたものです。岩畳
付近の荒川を観光客を乗せた和船がゆっくりと進んでいる様子です。このような川の流れ
が非常に穏やか場所を「瀞（とろ）」と言い、長瀞町の地名の由来にもなっています。
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危機管理対応の最前線で

自治のかぜ
埼
玉
県
知
事

大
野 

元
裕

j ichi no kaze

年８月末に埼玉県知事に就
任して１年が経ちました。

この間、就任直後のCＳＦ（豚
熱）、令和元年東日本台風（台風
第19号）、そして現在進行形の新
型コロナウイルス感染症対策と危
機管理対応を余儀なくされまし
た。現場の最前線にいる地方自治
体では、平時とは異なる全庁体制
が敷かれ、職員にも大きな負担が
掛かることとなりました。そし
て、この感染症対策を通じ、地方
自治体の危機管理体制と国との関
係について、幾つもの課題が浮き
彫りになりました。
　今回のコロナ感染症対応におい
て法的根拠とされた新型インフル
エンザ等対策特別措置法（以下、
特措法）は、2009年のH１N１亜型
インフルエンザの流行を受け制定
されたものです。本年３月に改正
されましたが、そもそも、この法
律は有効なワクチンが存在するこ
とを前提としています。今回の新
型コロナウイルスには、有効なワ
クチンや特効薬がない中、副次的
な役割を果たすと考えられてきた
行動抑制等が主要な対処法となり

ました。
　本来目指すべき感染症収束のた
めの手段を欠く中、当初は、感染
拡大を防ぎ、感染のピークを遅ら
せ、医療機関の機能崩壊を避ける
という行動抑制の目的さえ共有さ
れていなかったように思われま
す。このような混乱の中でも、地
方自治体は最前線での役割を果た
すことが求められました。
　法律が想定せず、国と地方で目
的も共有されていない中、混乱も
発生しました。
　例えば、緊急事態宣言下で感染
を防止するための協力要請等を規
定する特措法第45条第２項の対象
となる施設等は、特措法施行令第
11条に明記されています。しか
し、緊急事態宣言下にない中でも
一般的な協力の要請をすることが
できる特措法第24条第９項の対象
施設は、この施行令で想定されて
いないにもかかわらず、第11条に
基づき実施される等、通常はあり
得ない運用により実効性が担保さ
れるという混乱が発生しました。
　緊急事態宣言解除後以降は、こ
の未知のウイルスに対する知見が
徐々に蓄積され、接触機会を最小
化する行動抑制から、感染機会を
最小化する対策に移行しました
が、ほかにも幾つもの問題が露呈
しました。例えば、軽症者や無症
状者は病院ではなく、宿泊療養施
設での療養を認められましたが、
そもそも宿泊療養施設には法的根
拠がありません。このため、例え

ば無症状者が様々な制約を嫌って
宿泊療養施設に入らず、あるいは
入所しても途中で外出したり、基
準を満たす前に退所しても最前線
の地方自治体には止めるすべがあ
りません。いわゆる感染症法は、
２類相当の指定感染症に関し、感
染拡大防止のために入院勧告の権
限を都道府県知事に与えています
が、法律上根拠のない宿泊療養施
設への療養勧告の権限はありませ
ん。最前線の現場には、緊急事態
下であっても、感染拡大を防ぐ手
段が欠けていたのです。
　現在、新型コロナウイルス感染
症を２類相当から外したとしても
法の運用で入院が担保される措置
が検討されているという報道もあ
りますが、軽症者・無症状者をい
かに隔離するかが現場の喫緊の課
題であり、宿泊療養施設を法に位
置付ける等、最前線の現状に即し
た法体系や体制の整備は不可欠で
す。パンデミックという極めて深
刻な状況を封じ込め、国民に安心
を提供するためには、国と県、市
町村が一体となって取り組む以外
に選択肢はないように思います。
　未曾有の危機が発生し、国と地
方自治体の関係が問われていま
す。国民の不安を軽減するために
も、現場の地方自治体に一方的に
しわ寄せが及ぶような事態を解消
し、円滑に体制が整備されて一日
も早くこの感染症が根絶されるこ
とを望みます。
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皆さん、こんにちは。コロナの心配の中、また
足元の悪い中、参加をしていただきましてありが
とうございます。

憲法改悪を掲げた安倍内閣がもうすぐ終わりま
す。特に憲法無視をして改悪の先取りも含めて、
無理やり行ってきた内閣でした。また、森友・加
計、桜等々で政権の私物化、そして隠蔽とうそご
まかしで政権運営を行ってきた内閣でした。そう
いうさまざまな疑惑に一切答えないまま、うやむ
やにして終わろうとしています。コロナウイルス
の問題についても後手後手です。国民の生活を守
るよりも経済あるいは大企業のもうけを心配する
という内閣でした。辞職の直前には敵基地攻撃を
行えるような国にすべきだという専守防衛を逸脱
した戦争のできる国にさらに進める、そういうこ
とを言って辞めようとしています。

退任後の総裁どうなるのか、菅で決まりだ、そ
のようなことは自民党の中の情勢のようです。菅
氏は安倍内閣を支えてきた人物であって安倍内閣
を継承することを明らかにしています。一部のマ
スコミは菅さんは苦労人だったとか、あるいはた

たき上げだとか政策に関係ないところで忖度やヨ
イショをしています。そういった意味では菅内閣
は第５次安倍内閣となるわけですから、自民党政
治の本質をしっかりと見抜いて国民の生活を守る
ことも含めて自治研を皆さんと一緒にしっかりと
進めていきたいと思っています。

きょうの講演は、スーパーシティ構想、私もよ
く分かりません。住民や企業の中からいろんな情
報を集めて、AIの先端技術で連結をさせて住民
のサービスにつながるといっていますが、中身は
分かりません。新聞等でドコモがセキュリティー
の問題で非常に危ういという報道がされていま
す。スーパーシティ構想ではこういった危険はな
いのか、分からないことがたいへん多くあります。
きょうは、私自身も皆さんと一緒にこの分からな
いことを分かるようになり、今後の労働運動なり
社会運動につなげていければと思っています。最
後までよろしくお願いいたします。

スーパーシティの問題点を探る
地方自治総合研究所　研究員　其田 茂樹

特集①　公開セミナーの記録

◎この特集は2020年９月12日に開催した公開セミナーの記録です。録音したものを自治研セン
ター事務局の責任で編集したものですので、文責は事務局にあります。
今回は特に質疑応答が具体的であり多くの方々の参考になると期待しています。

浪江理事長あいさつ
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其田　皆さんこんにちは。地方自治総合研究所の
其田と申します。

今、菅さんの話が少し出ましたけれども、枝野
さんが支え合いで、菅さんが自助だって言うんだ
けれども、消費税に関しては枝野さんが引き下げ
で菅さんは現状のままだそうです。民主党政権の
数年間を見て財源論でつまずいたところがあった
ので、消費税を一時的に引き下げて財源をどう確

保するのか、いつ戻すのかっていうのは重要な論
点になるかなと思いました。

今回、私のところにお話をいただいたのはスー
パーシティということですが、スーパーシティと
聞いて皆さん何を想像するでしょうか。どんな町
なのって、政府はどう説明しているかちょっとご
覧いただければと思います。

スーパーシティに関する政府の説明は

こんにちは。スーパーシティへようこそ。スー
パーシティではAIやビッグデータと最先端技術
が連携されたさまざまなサービスが私たちの暮ら
しを快適にしてくれています。ここに住む私たち
の暮らしを少しご紹介しましょう。

スーパーシティでは行政手続きもスムーズ、窓
口に並ぶ必要もありません。一度本人認証のため
のデータを登録すれば、以降の行政手続きや申請
はスマホからでもOK。ちょっとした空き時間に
も申請ができちゃうんです。移動も自動走行車で。
スーパーシティでは事故も渋滞も少なく移動が快

適。運転せずに好きな場所にたどり着けるので移
動の間は自分磨きの時間に。ショッピングでも財
布は要りません。買い物や食事、全ての支払いが
顔認証で。ポイントだってためられるし、自動的
に家計簿が付けられて楽ですよ。荷物は持ち帰ら
ずに配送サービスへ。必要なものを必要なときに
自動で配送してもらうことができます。ごみも曜
日に関係なく収集に来てくれます。ごみ箱のセン
サーが満杯を感知すると自動で収集。効率的で部
屋も町もきれいになりますね。スーパーシティで
は誰もが健康的。あらかじめ健康に関するデータ

政府の説明ビデオの音声２

AIやビッグデータを活用し社会の在り方その
ものを変えていく都市、スーパーシティ、暮らし
を支えるさまざまな最先端のサービスが町に実装
されています。例えば一度行政登録を行えば申請
や手続きが全て個人のデバイスから可能に。食事
や買い物は顔認証によるキャッシュレスで、必要
なものが必要なときに届き自宅は診察室に。一人
一人に合った教育がいつでもどこでも受けられ、
移動時間も自分の好きなことができる。そんな快
適で豊かな生活を送ることができます。

それを実現するのは分野を超えてデータを連携

させるプラットフォームの構築です。最先端技術
を実装する企業のサポートをベースにセンサーや
デバイスなどの情報インフラ、自動走行専用道路
をはじめとする都市インフラを統合し最適に設
計。誰もが住みやすく、誰もが自分の可能性を広
げていける、暮らしと技術が調和した未来を先取
るコミュニティー、スーパーシティ。国、自治体、
企業、そして暮らす私たち、全ての人の知恵と技
術で世界をリードするスーパーシティの実現を目
指します。

政府の説明ビデオの音声１
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を登録しておけば、いつでも健康でいられるよう
管理してくれ、体調の変化も通知してもらえるの
で病気の予防に役立ちます。何かあったときは遠
隔医療ですぐにお医者さまに診ていただけるんで
すよ。スーパーシティでは学びがもっと自由に。
遠隔教育によってどこでも誰でも自分に合った学
びに取り組むことができます。

いかがでしたか、スーパーシティの暮らし。便
利で快適、そして自分らしく過ごせる町、スーパ
ーシティ。町が変わると私たちの未来もきっと変
わっていきますね。

其田　いかがでしょうか。一個一個はまあまあよ
さそうなものもありそうです。たとえば、キャッ
シュレスとかも最初どうかと思ったけど、最近は
PASMOで買えない自販機で「あぁ」と思うこと
のほうが増えた方もおられるかもしれません。し
かし、全部がつながってうれしいだろうかってい
うのが一番スーパーシティの問題そのもの。そこ
ら辺を考えながらきょうの話をしていければと思
います。

「制度の趣旨」を抜粋すると…

①　「スーパーシティ」とは、AIやビッグデ
ータなど、第四次産業革命における最先端の
技術を活用し、未来の暮らしを先行実現する

「まるごと未来都市」。
②　個別分野ごとの技術の実証実験ではな
く、キャッシュレス化、行政手続ワンスオン
リー化、遠隔教育・医療、自動走行など、複
数分野にわたるスマート化の取組を同時に暮
らしに実装し、社会的課題の解決を図る生活
実装実験。
③　その実現には、複数の先端的サービス間
でデータを収集・整理し提供するデータ連携
基盤（都市OS）の確立が必要。諸外国では、
その整備が急速に進んでいるが、我が国では、

実践の場に乏しく、実態・政策の両面から遅
れをとりつつある。
④　また、複数の先端的サービスの実現に必
要となる規制改革を同時・一括・迅速に進め
る仕組みを整備し、事業実現に関わる予見可
能性を向上させることで、有望な提案を国内
から引き出し、先端的投資の海外流出を防ぐ
ことが必須の課題。

たとえば、行政手続きワンスオンリー化ですが
行政手続き、皆さん頻繁にしますか？ 人生で何
回かですよね。結婚したときとか、不動産取得し
たときなど、想定される場面は限定的です。

私は今厚木市に住んでいて、隣の土地・建物を
公売で取得しました。公売で取得したので、その
後の解体や立て替えもスムーズに進むと考えてい
ましたが現実は違っていました。その辺はもう少
し行政連携してほしかったなとか思ったりしま
す。普段の生活と行政手続きが結び付く、どうで
すかね。いいこともあるでしょうし、悪いことも
あるでしょう。

国民全員がスマホ持っていれば、「10万円もポ
イントも、スマホに入れときました」で済むけど、
赤ちゃんからお年寄りまでと考えるとそうはいか
ないです。このデータ連携基盤っていうのを誰が
取るかっていう競争が激しい。これを取った人が
勝ちとなるのか。そのための受け皿になる企業の
活動が国際的に遅れていることを強調して、国内
から有望な提案を引き出したいというようなこと
がキーワードになって進んでいる話のようです。

第４次産業革命と言われても分からないし、ビ
ッグデータって何だっけとかAI、IoTなど、よく
聞く割にわからない言葉が増えました。IoTは、
通信、物とインターネットがつながる。スマホで
おうちのエアコンスイッチが入れられる、そうい
う技術のことをいうようです。AIについては、
同時にロボティクスの発展が必要です。AIでマ
グロの目利きをするっていうので、四角く断面撮
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ったらAIが見てこれはいいとか悪いとかいうデ
ータが蓄積されていくといいます。ところがすし
屋はマグロを仕入れてきて、さばいて柵にして、
しゃり炊いて握って出すっていう一連の工程があ
って、それを１人の人がやっているわけです。こ
のようにAIで目利きだけできてもすし屋がAIに
とってかわることはできません。今は部分的にし
ゃり玉だけロボットでできて、それに人がマグロ
を乗っけて回るすしに出てくる。このように並行
していろいろ技術革新がないとなかなか人の仕事
を全部代替するっていうのは難しい。逆に過去の
判例からこれはどういう判決か、どういう要件が
犯罪になるかならないかみたいなのはAIが読ん
で選ぶのというのは比較的早くできるかもしれな
い。そういうような議論もあるということです。

なお、第４次産業革命は、第１次が蒸気機関で、
第２次が電力で、第３次が情報革命で、さらにそ

の情報っていうのがビッグデータ化していくとい
うのが第４次産業革命であるといわれています。
これもあと100年ぐらいたって2020年頃だったね
と判断できるのかもしれないけれど、途上なので
これは結局第３次産業革命の１バージョンだった
のかもしれないとなって、現時点で評価するのは
難しいと思います。

海外で多いのはスマートシティっていうのが広
く紹介されていて、日本でもスマートシティを始
めようという話からそれをまとめてスーパーシテ
ィとして進めていくことになってきているように
も見えます。

海外の事例を見るときにみんなにスマホ配って
みんなが覚えてくれるぐらい若い国なのか、スマ
ホ配った台数だけ、その人のところに人が行って
使い方を教えないと普及できないような国なのか
にもよると思います。海外の事例を詳しく検討し
た訳ではありませんが、たとえば、上からの統制
が強い国のほうが進みやすいとするとそれはどう
なのか。日本政府もスーパーシティとスマートシ
ティを区別せずに紹介しているようで、MaaSが
普及しているフィンランドなども挙げられていま
す。MaaSというのはMobility as a Serviceという
ことで、交通が一つのアプリで利用できて決済ま
で済ませるという仕組みをいいます。日本の都市

部はまだまだ先ほど申し上げたように各社が作っ
たアプリが乱立していますし、地方ではMaaSで
結ぶ交通サービスそのものがない。だからMaaS
を導入したところでNPOがやっている有償ボラ
ンティアみたいところがあるところはまだ使い道
があるかもしれないけれども、多くの地域では結
局どこへも移動できないってことなのでこちらの
問題のほうが重要なのかなとは思います。個別の
サービスが便利になるということと、町が丸ごと
デジタル化してしまうということの違いは認識し
とく必要があるんじゃないかと思うわけです。

ゲーテッドシティはもっと前にあった概念で、お
金持ちが壁を造ってその中で暮らすという、セキュ
リティーの問題で中に他人を入れない。そういうも
のを公で造ることになるのかなと。ただそうすると
誰が意思決定するのかということです。アメリカの
場合、全部の地域が自治体と結び付いているわけで
なく、自治体がないようなところもあるので、こう

海外の事例はどうなっているか
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いう私的自治みたいなことで、町のいろんなことを
決めていくっていうのはあり得るかもしれない。け
れども日本の場合は一応予算が決まっていて、予算
を決めるために代表者である議会があって、身の回

りの困り事みたいなのは共助のような格好で自治
会、町内会みたいなものがある、それが全部デジタ
ルになるというのは今まであった仕組みはどうなる
のとかよく分からない。

このスーパーシティが盛り込まれているのは国
家戦略特区法の改正です。法律については専門外
ですし、詳しいお話しは難しいのですが、一応触
れておきたいと思います。国家戦略特区で一番有
名なのは森友・加計、正確にいうと加計学園に属
する岡山理科大学獣医学部が今治市にできたとい
う話です。最近の報道によると定員に四国枠みた
いなのを作ったけどあまり学生が集まらなくて枠
を拡大するとかいうものがあったような気がしま
す。特区の事例では兵庫県養父市の企業が農家に
出資するとかありました。この特区に関する法律
の改正の中にスーパーシティが組み込まれてる。
しかも少し今回成立するまでに時間がかかった。

国家戦略特区法と構造改革特区法を併せて改正
する法律が出て、その後３回ぐらい臨時国会があ
ったけどそこでは提出できなくて、この201回国
会で成立したということです。元の法律を出した
のに成立に至らなかったというのは、条例で国の
法規制を上書きできる内容に事前に審査を行う内
閣法制局が難色を示したという報道があるほか、
大臣の安定感も影響したようです。特区はもとも
と国の法律とか規制を、地域を限定して少し緩め
てみて影響がどれぐらいあるか、どれぐらい便利
になるか、どれぐらい経済活動が活発になるかや
ってみようというような制度ですので、スーパー
シティもその一環としてエリアを区切って始めま
しょう。スーパーシティの中では国の法規制がい
ろいろな省庁をまたいでの規制を緩めることにな
り、指定を受けるには事前の審査があるというこ
とです。

問題は複数の先端サービス間でデータを収集、

整理し提供するデータ連携基盤の整備事業を法制
化し、事業の実施主体が国や自治体等に対しその
保有するデータの提供を求めることができる。と
いうことで、出せと言ったらデータ出さなきゃい
けなくなる可能性があります。今までお話しして
きたこともそうですし、きょうの話のほぼ結論で
すけれども、これ一個一個が便利なるのはいいけ
れども、こうやって全部がつながって金融関係も
含むとなると普通の人は,行政手続きとかどこにど
う行ったかみたいなのを見られるようになる仕組
みはそんなに気持ちいいかなというのが、根本的
な疑問の元ではないかなと思っています。

さらに、標準APIなどという言葉も出てきます。
API、アプリケーション・プログラミング・イン
ターフェース、これもよく分からない。ネットで
調べますと、ある一つの機能に特化したプログラ
ムで共有可能なものやソフトウエアの機能を共有
する仕組みとのことです。つまり、一個のアプリ
の中でいろんな機能が共有できるということなの
だろうと思います。このデータ連携の事業を自治
体と企業が一緒になって国に特区でやりたいって
手挙げるという仕組みがどうもこの法律に位置付
けられているようです。法改正については、どれ
ぐらい審議されてどういう議論があったのか、事
業主体がどのように選ばれて、どうやってそれを
制御するのかというようなことがよく分からない
ままするするっと通ってしまった感じがありま
す。特区の住民のうち、「俺、嫌だ」と言った人
にどうするのかというのが一つの論点ですね。そ
れがどうなるのかというのが重要な課題になる。

個人情報のデータ企業への提出が強制される？
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次はこんなことが書いてあります。複数の先端
的サービス事業の実現に不可欠な複数分野の規制
改革を同時かつ一体的に実現する。今まではサー
ビスを利用しようとするときにA省の規制とB省
の規制があるとすると、一個一個の省庁にお伺い
を立てて、こういうことを規制緩和したいんです
と個別にやらなくてはいけないので、一個が進ん
でももう一個が進まないとまとめて同時には使え
ない仕組みになっていました。それをあらかじめ
取りまとめた上で策定の段階にも内閣が関与して
進める。また後で触れる機会あるかと思いますが、
なので内閣総理大臣が各規制所管大臣に対して特
例措置の検討を要請して、その可否について国家
戦略特区会議の意見を聞いて公表する。国家戦略
特区諮問会議は所管担当大臣に勧告を行うことが

でき、その内容が公表される。嫌だと言いにくい
仕組みです。

従来の法案に加えその内容を強化する観点か
ら、各省による協力を強化するため国による援助
規定を追加し、省間で具体的な協力プロセスを基
本方針に明記する。国もこの住民合意の手前の区
域会議などを通じて、事業立案の段階で国も協力
しましょうというのがより強化されたということ
です。また、３年後をめどに企画を見直す検討規
定も追加されることになりました。見直すといっ
ても途中で引き返せるでしょうか。一度手を上げ
てしまうとどうにもならないような気もします。
さらに、事業主体の会社がやめたりつぶれたりし
たらどうなのか、というのも重要な観点かもしれ
ません。

区域が指定されて進むときに嫌だといえない仕組み？

菅さんがデジタル庁をつくりたいと言っていま
す。行政のデジタル化についてコロナ禍で浮き彫
りにされたのはデジタル化の遅れ、これがそもそ
もフェイクなんじゃないかと私は思います。デジ
タル化していたら10万円もっと早く配れたかとい
うと別にそんなことはなくて、10万円を配ったの、
一番早かったのは小規模自治体でした。どこに誰
が住んでいるか皆職員が知っていて、申請前に立
て替えて村の金で配ったというのが一番早かっ
た。デジタルかどうかそれほど重要ではなくて、
市町村の窓口を使ったことが間違いだったような
気がする。金融機関のほうが多少分散するような
気がしません？

銀行も郵便局も農協もある中でこれをどうやっ
て送るか、どうやって人数分を手元に届けるかが
問題。国発行の小切手のようなもの送って、本人
確認は銀行や郵便局でやって、金融機関のネット
ワークを活用した方がもっと早くてスムーズだっ

たのではないかと思ったりします。
デジタル庁をつくることも、結局は安倍政権の

続き、安倍前首相は最初の施政方針演説で企業が
世界で一番活動しやすい国にしたいと述べていた
ので、それを引き継いでやられるのかな、という
ような印象があります。そうすると「住民目線で」
とケータイ料金の値下げなど進めようとする側は
強調するのですが、それよりは産業政策とか規制
改革とかいうような意味合いが強そうです。ただ

「便利になるのに何が悪いの」と言われると真っ
向反対はしにくいのがこれの一番厄介なところな
のかなという感じがしています。

国家戦略特区、これも世界で一番ビジネスをし
やすい環境をつくることを目的として、分野や地
域を限定することで大胆な規制などの優遇を行う
ということで、平成26年に、最初の区域が指定さ
れました。これを見ると『国家戦略特区を突破口
に、あらゆる岩盤規制を打ち抜いていきます』と

デジタル庁の狙いはどこに、10万円給付から見ると
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書いてあるので、スーパーシティもどこかで始め
て、全国化したいと思っているからなのか、国家
戦略特区に位置づけられることになりました。

特区で全国化したものは何かあるのというと、
五つぐらいありますが、都市公園内における保育
所設置を解禁しました。このほか、農業生産法人
の経営多角化、企業が農家レストランなどを開き
やすく、するなどの規制緩和でした。スーパーシ
ティもどこかで始まったら全国にそういう流れを
持ち込もうということにはなるかもしれません。

デジタル化を特区制度の枠組みでどこか特定の地
域から始めるのがふさわしいかどうかも検討が必要
ではないかという感じもする。特定定額給付金の作
業もマイナンバーとつなぐために職員が手作業で突
合してシステムとつないで処理しなくてはいけない
というようなことが起こったのであって、マイナン
バーカードの普及の問題ではなかったわけです。ス
ーパーシティに関する合意についてもどこまでやれ
ばいいのかということです。嫌だという人をどうす
るか？　全会一致なの？　議会なの？　住民投票な
の？みたいなことも重要だと思う。

便利なことは悪いことではないにしても、いろ
いろ立ち止まって考えなくてはいけないことはま
だまだ残っているけど法律は通ってしまったとい
う印象がぬぐえない。

「制度の趣旨」を抜粋すると…

移動：いつでもどこでも必要な移動・配送サ
ービスを提供
支払い：エリア内はキャッシュレスで現金不
要
行政：全ての行政手続を効率的に処理
医療・介護：すべての医療・介護をかかりつ
けから在宅で
教育：全てのこどもに世界最先端の教育環境
を
エネルギー・水：エネルギー上下水などをコ

ミュニティ内で最適管理
…便利かもしれないけれど、必要でしょうか

（これ（だけ）が「住民が抱える社会的な課
題」でしょうか）？これにかかるコストは誰
がどのように負担するのでしょうか？本当
に、安全に供給されるのでしょうか？

行政を含むこれらのサービスを供給してい
た主体が受ける影響はどうでしょうか？

スーパーシティでできること、これ便利かもし
れないけれどもこれのケアを誰がするのかという
話です。24時間いつでもごみが出せて、そのセン
サー付きのごみ箱がいっぱいになったら、ゆくゆ
くはドローンみたいにごみ箱が飛ぶかもしれない
けれども、今誰かが集めなきゃいけないのです。
それもごみは一応分別しなきゃいけない。今は決
まった地区を決まった曜日に集めればいいけれ
ど、結局全地域を毎日回ることになるかもしれま
せん。それは効率的なんですかというようなこと
になりかねないし、そのコストは本当に安いのか
という話になりますね、過渡期において。そのう
ちごみ箱の中でリサイクルが完結して、古紙を入
れておいたらトイレットペーパーになっていると
か、そうであればよいかもしれないけれどなかな
かそうはならないでしょうから。
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７月27日に実施されたシンポジウムの資料で示
されたスケジュールの案によると、秋には事業者
を公募します。その公募した事業者と自治体が組
んで、年内にスーパーシティを公募して、年度内
には区域指定までいこう。コロナ禍で組んだスケ
ジュールだとしたらむちゃです。コロナ禍にあっ
ては、自治体の活動も企業の活動も大きな影響を
受けており、このスケジュールはおよそ現実的で
はありませんが、もし、可能なのだとすれば、わ
れわれの知らないところで誰が動いているのでは
ないかという問題点もある。

後でもお話ししますけれども、いくつかアイデ
アを公募していて手挙げている自治体の地図は内
閣府にホームページに出てきます。その自治体の
ホームページに行ってもこれがわが市のスーパー
シティだと大々的に打ち上げている自治体はあり
ません。何をやっているか分からない。もう手挙
げるときには組む企業も決まっていますみたいな
ことになると、なかなか後戻りしにくい仕組みを
作ろうとしてるのかなという感じはしなくもあり
ません。

今考えられているスケジュールは
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スーパーシティに関する重要な留意事項につい
て。１．区域指定に関する考え方ですが、ここに
ある「５分野」とは、①移動、②物流、③支払い、
④行政、⑤医療・介護、⑥教育、⑦エネルギー・
水、⑧環境・ゴミ、⑨防災、⑩防犯・安全のうち
の5分野です。この選択によっても、行政への影
響の大きさは違ってきそうです。特徴的なのは、
「官民のコミットメントの強さを、重要な評価要
素」としているところでしょうか（「GoTo」の官
民コミットメントは強固でした）。

このうちの五つぐらいをまとめて１個のエリア
で供給するところをスーパーシティといいます
が、資料の「ただし」のところ、規制改革の内容、
複数サービス間のデータ連携の内容など、その構
想の内容によっては５分野という数にこだわるも
のではない。実は、あらかじめ指定される区域は

ある程度決まっていて、そこで決定しやすい仕組
みなのかも知れません。

図をみてもらうと、先ほどお話ししたとおり、
従来は何か事業やろうとなると、それぞれの省に
またがった規制がある。そうなると各省ごとにお
伺いを立てて規制の緩和の内容などが決まってい
くので、全省が全部の水準でOKって言わない限
りはなかなかうまくいかない。今回のスーパーシ
ティでは事前に内閣府が入る。住民合意に出す前
に「区域会議」をつくるのだけれども、自治体と
事業者と内閣府でもって検討をしてこの合意をし
た段階ではまとめて内閣総理大臣が同時に規制の
勧告を求める。トップの諮問会議も審議をして勧
告をするという仕組みになっているので、国の事
務に関しては法律を変えていくし、地方の事務に
関しては条例で上書きをする、こういうことを決

丸ごと規制緩和という法律の仕組み
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めていって実現が早くスムーズになるというのが
今回の法改正の中に盛り込まれた内容の一つと思
います。

もう少し法律に則して書くと、この特区法の改
正において「データ連携事業」というのを定め、
今お話ししたようなことを進める仕組みになって
います。区域会議は先端的区域データ活用事業の
実施について内閣総理大臣に対して住民その他の
利害関係者の意向を踏まえた区域計画案を添え
て、内閣府で定めるところにより住民合意を証す
る書面、必要に応じ条例による規制改革の案を添
付するなどしてまとめる。複数の特例措置を一括
かつ迅速に実現するという仕組みになったという
ことです。この法律施行されたのが９月１日です。
一個一個の法律的な仕組みにのっとっていえば、
一個一個のスマートシティではなくてそれをまと
めて町の中で丸ごと実現するための仕組みで、い
ろいろな省庁にまたがっている規制をまとめて緩
和できるような仕組みを法律として整備したって
いうことになるのではないかと思います。

例えば、遠隔服薬指導っていってもドローンで

薬届けられるわけでもなく、通信販売を解禁する
としても、処方してから患者の手元に届くまでに
かなりのタイムラグが生じます。遠融医療はさら
に問題で、オンラインで診断がついても病院まで
遠ければ処置できないということもなりかねませ
ん。あとは田舎のお年寄り、別にどこか具合悪く
て病院に行っているわけではなくて、コミュニテ
ィー機能ということもある。そういう役割も果た
してると思うので、それはZoomで果たせるとか、

「そういうのを使う人と使わない人で健康寿命が
違ってきたりとかしちゃうっていうことになると
具合悪いよね」ということはある。

今年度は３億円、国の予算付けました。スーパ
ーシティに選定された都市におけるデータ連携基
盤の構築に向け当基盤の核となる部分の調査設計
システム。今年度中に募集して、そこを具体的に
支援しましょうっていうことになるけれども、全
国化するとまた別の財政措置も入ってくるだろ
う。海外の事例は把握しますよとか、シンポジウ
ムをやるにも予算がつくかもしれません。

グリーンフィールドとブラウンフィールド

グリーンフィールドとブラウンフィールドという
課題に移っていきたいと思います。スーパーシティ
構想は自治体からアイデア公募をして、構想の検討
を進めている自治体等から幅広く検討中のアイデア
を募集するとか、今後の制度設計や関連企画の政策
決定に生かすとともにそのエッセンスの相互会議や
内閣府との意見交換を行うことというけれども、そ
の辺がわれわれにまでは今のところあまり開示され
てません。グリーンフィールドは新しく町をつくり
ます。工場跡地のようなエリアに新しく町をつくり
ましょう。ブラウンフィールドは今ある町の一部を
スーパーシティにしていこうというような仕組みに
呼び方がされているということですが、６月１日現
在で56のアイデアが集まってきているということで

す。
15ページの図は皆さんのお手元にもあるかと思

いますが、「ごく少数のエリアを透明なプロセス
で選定」と言っていて、今のところはほとんど何
も見えてないけれども透明になるはずなんでしょ
う。

今申し上げたように新規都市型、グリーンフィ
ールド型は都市の一部区域や工場跡地のような新
たな都市開発活動を行い新たな住民を集める。今、
人が住んでいない所。

私が以前非常勤でお世話になった神奈川県藤沢
市では、パナソニックのバッテリー工場の跡地を
住宅開発して、そこをスマートシティとしている
ようなのですが、他の先端技術も導入してブラウ
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ンフィールドのスーパーシティとすることなどが
想定できます。ブラウンフィールドというのは既
にある町で住民合意を形成しつつ必要な再開発イ
ンフラ整備を行う。グリーンフィールドはそこの
土地を買って引っ越そうとしなければいいかもし
れないけれど、お住まいの地域がブラウンフィー
ルド、スーパーシティですとなったときにどうや
って嫌だと言ったらいいのか、嫌だと言えるのか。

いずれのタイプも行政区域と一致する場合とそ
の一部地域となる場合があり得る。だから行政区
域まるまるの場合と一部地域、ほとんど一部地域
だと思いますけれども。そのために必要なのは住
民の合意形成を促進実現できるビジョンとリーダ
ーシップを備えた首長が必要となっています。思
い浮かびますか、どなたか。それに最新技術を実
装できる企業。リーダーシップの強い首長とバッ
クアップできる企業とがタッグを組んで実現す
る。首長が住民の合意形成とは書いてありますが

どうも住民からの矢印がない。あと引っ越すぐら
いしかないのかなというのが気になるところです
けれども、こういう仕組みになっています。

住民合意の手続きのところで、グリーンフィー
ルドの場合、事前の住民投票に代わり住民となる
ことが確定する時点で住民投票に代わる意向の確
認手続きを行うこと。ここ買おうかとか、ここの
アパートに入居しようかというときには、ここは
スーパーシティですと分かった上で住んでくださ
いというようにする。でも全部そのことの意味が
簡単に分かります？　　

ネットなどで「ここクリックすると、これに合
意したものと見なします」と出てくるじゃないで
すか。「合意」後にはYahoo!の広告ががらっと変
わったりします。いつ合意したか覚えていない。
そうするとそれに関してワンクリックで全部に合
意したことなり、スーパーシティに住むってなっ
てしまうの？というとちょっと嫌ですし、それや
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めてって言えるの？というのがよく分かんないな
と感じがするわけです。

今のところ手を挙げている自治体で、グリーン
フィールド、新しくつくろうとしているのは鎌倉、
牧之原、東郷町等々あるけれども、さっきの表と
数が合わない。印刷の関係上見えないかも知れま
せんが自治体名が書いてあります。鎌倉市、牧之
原市、書いてありまけど、その資料にあるように
完全新規、さっきの表も書いてあって、そこは鎌
倉市、牧之原市、和歌山市、東郷町、他、「他」
があるんですね。その下の既存の計画の拡充に、
大阪府・大阪市のものと多気町のが。ただ地図は

「他」っていうのがどこだか出ていません。大阪
の府市を別々に数えるのかとか何だかよく分から
ない。

牧之原市議会で今年１月の議員全員協議会での
市長のコメントですが、「私どもは昨年スーパーシ
ティ構想について国のほうにもこんな考え方で進

めたいというようなことを提案させていただいて
いました。暮れに内閣府のほうから少し提案して
ほしいということがございましたので、国に再度
現状の取り組み状況を報告させていただきまし
た」。一回手挙げたら進んでなくても国のほうから
もうちょっと出してとなっているのかもしれませ
ん、詳細は分かりませんが。「そうした中で内閣総
理大臣、安倍総理のほうにも牧之原の今の考えを
挙げるということで承知してほしいというような
お話がございましたので、ぜひうまく実現できる
ような連携を取っていきたいと思っております」。
中身を調べようと思いましたが、議会のやりとり
などを見ると、矢崎総業、スズキ等の市内企業と
協議会を立ち上げていて自動運転などを含めて協
議しているところだということのようなのですが、
この協議会のメンバーとか活動内容などが分かる
ようなものを市のサイトから探してもない。

驚いたのは、ブラウンフィールドのアイデア候
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一方で似たような仕組みで、スマートシティプ
ロジェクトというのがあり、これは国土交通省の
ウェブサイトでそれぞれ地図に落とし込まれてい
てます。埼玉県では毛呂山のスマートシティ協議
会が紹介されていて、民間事業者等代表は清水建
設だということが、説明がされているけれども、
さっきのスーパーシティのアイデア募集には毛呂
山は全く手を挙げてないことになっている。

同協議会の2019年の主な取り組みでは自動運転
バスの調達、調整および実証実験、再生可能エネ
ルギー導入、地域新電力に関するフィジビリティ

スタディー（可能性調査）などをやりますという
ことなので、自動運転を中心としたスマートシテ
ィからエネルギーなども含めたスーパーシティへ
の動きなのか、スマートシティをさらに強化する
ための動きなのかは分からないけれども何かを考
えてはいらっしゃるのかなって感じもします。事
業実施体制として町と清水建設などが連携してま
ちづくり会社をつくり、この辺りが母体になって
スーパーシティを目指すというふうになる可能性
も、選ばれるかどうか分かんないけど手を挙げて
みようかなということになるかもしれない。

埼玉県では毛呂山町がスマートシティプロジェクト

スマートシティに関しては、ウェブサイト上に
各プロジェクトの概要がまとめられていますが、
スーパーシティはどうも分からなくて内閣府の紹
介も自治体名伏せてます。事例として挙げている
ものとして表のようにA村からE町まであります。
市内に複数箇所の有名な温泉地を有するものとい
うC市など調べようと思えば多分調べられるかもし
れないけれども、それを隠すことがどういう意味
があるんだろうっていうことが気になる。多分、
実際公募になったらこの五つぐらいが選考事例と

して選ばれるのかもしれません。現状公表されて
いるスマートシティとそんなに違うのかという感
じもしますし、これから先のこの動向には注視す
る必要があるように思います。私の田舎などは取
りあえず考えてみますと言ったきりだろうと思い
ますけれども、確かに人が少ないし車も少ないの
で自動運転の実験とかをやろうと思えばしやすい
とは思いますが、なかなかこれで住民の生活がよ
くなるというふうなことが想像しにくいようにも
思われます。

事例の市町村名伏せる必要があるのか

さっきの同意の取り方をもう一回確認したい。
留意事項（10ページ）資料の中にブラウンフィー
ルドとグリーンフィールドのそれぞれ同意の取り

方が掲載されています。ブラウンフィールドの場
合、住民投票によって同意が得られた場合につい
ては投票の対象となった住民が全員利用すること

ブラウンフィールドの住民の同意の取り方

補に私の実家がある伊方町が出ている。去年の３
月の一般質問で町長が「今すぐ構想に取り組むも
のではございませんけれども、現状におきまして
は国の動向を注視していくべきものと考えており
ます。」この程度で手挙げたことになっちゃう、

逆に言うと、何もなくても。実際には進んでない
ものをいかにも全国から手が挙がっているので法
律にしなくてはいけないっていうような勢いをつ
くりたいのか、実は知らないところでかなりまと
まった構想がある、どっちか分かりません。
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を原則とする。住民投票やってもそちらに決まっ
たら私は反対だと言っても、新たな情報も含めて
スーパーシティの情報の一環として活用されます
よということになります。ただし、他に選択肢が
なくどうしても区域外への移転を希望する者が結
果的に生じてしまう場合については、他の選択肢
とは何なのかよく分かんないですけども。支援な
どの配慮も検討するとあります。

いいものだから使ってください、スマホは差し

上げますよとか、使い方も丁寧に教えますよとい
うのがたとえば住み続ける支援でしょうか。それ
でもこのスーパーシティにいたくないという人が
生じたときには、それではお金あげるので引っ越
してくださいということに最後の最後なるのかも
しれない。別に自分で買った土地なり賃貸で住ん
でいる土地なり、古くから住んでようが新しく住
もうがこういうのは嫌だと思ったら出ていけって
言われかねない。解釈が極端だっていえばそうで
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その後が新しい資料が出てきたので追加された
図です。もうちょっと詳しく調べてみないと何と
も言えませんが、さっきまでは一応住民投票の結
果などでみんなに意見聞きますと言っていたと思
いますが、住民と関係者で意向の確認方法ってい
うのはこれのいずれかと書いてある。関係者から
構成される協議会の議決、企業とか自治体とか住
民代表入れるにしても、そういう協議会でいいと
なったらブラウンフィールドの場合、全員が同意
したことになりますよとか、あるいは議会の議決

でもいいですよ、住民投票でもいいですよという
意味でしょう。さらに言うとその他の国家戦略区
域特別会議で適切と認める方法、すなわちこの三
つじゃなくても住民の意思をちゃんと確認したと
認められる方法とはよく分かりませんがあるとす
ると、そのいずれかで意向が確認されるというこ
とです。住民投票にもいろいろなやり方あるのか
もしれませんので、それでも自治体によってやり
方がまちまちになるわけですが今のところ比較的
緩い意志の確認方法でいいということになってし

さらに緩くなっている住民の合意

すけれども、あとは出ていった人としても「出て
いったって情報は誰にも共有されないの？」とい
う心配は残りますよね。この人はうちのスーパー
シティが嫌で出ていった人ですっていう情報が広
まるかもしれない。何か不利益が多そうな感じが

するということです。
この辺が単純に「便利になりますよ、住民目線

ですよ」という進め方をしているけれども、「ど
うもそういう仕組みになってないじゃないの」と
いう感じがしないでもありません。
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まっているようです。「それでいいの？」という
感じですよね。ここの部分ぐらいはちゃんと住民
が意思を、嫌だったら嫌だって言える機会が一人
一人に確保されてないとなかなか大変なんではな
いかと思います。

さっき言おうと思って忘れていたのですが、オ
ンライン申請でうまくいかなかった特定給付金で
すが、過疎の町村ではスムーズだった例もあるそ
うです。今は私の両親がいて、叔母がやっている
ミカン畑を手伝っています。コロナなどの関係も
あって去年と今年でもう売り上げがすごく減って
いる。持続化給付金申し込んでみようかと思って
いると私のところに電話がありました。というの
は、どこに誰がお住まいかが行政で把握できてい
て、国からのお金が届く前に配りはじめることが
できたというのです。このほかにも、農家の確定
申告などを役場でサポートしているケースなども

ありそうでうまく活用すればワンストップででき
ることが増えそうです。田舎にはそういうところ
がある一方、人に会うとこの人の親からおじいさ
んから兄弟の職業から年齢からみんな知ってい
る。個人的には田舎に住み続けることが嫌だった
のは中高生ぐらいのときそういったのがうっとう
しくなり、それで出てきたのですが、そういうう
っとうしさを皆さん感じずに、このスーパーシテ
ィで暮らせますかってことがあるような気がする
んですね。移動、物流などそれぞれの例が10個ほ
ど挙がっていましたが、これが半分以上装備され
ると住みやすいのかな、分かんないですね。コロ
ナ禍では埼京線の何両目に乗っていた人が感染し
ました。あなたはその日はその電車に乗っていた
はずなので、PCR受けてください。便利なような
おっかないような世の中じゃないですか、と思う
ですが。

（説明音声３）　今世界ではAIやIoTを活用した
スマートシティの開発が進んでいます。バルセロ
ナではスマート電灯を利用して交通渋滞を緩和さ
せるなど住民の生活の質が先端的な技術によって
向上しています。日本でも交通や物流などさまざ
まな分野で実証実験が進んでいますが住民の生活
に直結するサービスはまだ十分ではありません。
そこで政府が掲げたのがスーパーシティ構想で
す。スーパーシティ構想の実現に向けて核となる
のは複数の先端的サービスをつなげるための仕組
み、データ連携基盤の整備です。

其田　どうでした？　ああいう町、お住まいにな
りたいですか。突っ込みどころが多くてもう笑っ
てしまいました。1300円のタクシー代。1300円で
病院行ける町であれば救急車呼んだらよくないで
すか、具合悪かったら。あと医者が「脈が速いね」
と、それは遠隔医療で分かるわけで、なぜ病院に

行くことになったのかがわかりません。病院着い
たら廊下が光ります、こっちにお進みくださいと。
待ち時間なく診療室に入れて、家族も一緒につな
がって診察の様子が聞けますとか、ぎりぎりそこ
だけはよさそうですね。と言ってこれが宣伝にな
ると思っているんだとするとだいぶ政府もおめで
たい感じがするんです。タクシー代ボランティア
ポイントで払えます。それは何を解決したことに
なっているのかがよく分からない。

さらに言うと、それは便利ですばらっしいとな
ったときにあのお母さんはスムーズに問題なくス
マホが使えていましたけれど、具合が悪いときに
それが可能でしょうか。そのためにスマホを使え
ない人というのは結局従来と同じように救急車を
呼ばなきゃいけないのか、あるいはこれが普及す
るから救急車が空いてそういう人も助かりますよ
という話なのかまだよく分からない。本当にこれ
なら要らない感じがする。いずれにしても、実現

ここで３つ目の動画を紹介　本当にこういう町に住みたくなるのか
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してほしいと思わせる要素はあまりないのが、現
状のスーパーシティということになってしまいそ
うです。

最近話題になっているドコモ口座の問題です
が、これも結局スーパーシティだと起きないのか、
スーパーシティだともっと重大なのか、分かんな
いですよね。いつの間にか何十万も引き出されて
いるというのがドコモですら起こってしまう。も
ちろんアナログに問題がないわけでもなくて、
DVから逃れて別に住んでいる人の情報がDVを行
う人宛に届いた行政の書類によって漏れてしまう
という事件も起きています。このようなことは、

どんなに注意しても起こり得ることなので、これ
はアナログがいいかデジタルがいいかという問題
ではないのかもしれないけれども、デジタルだと
広がるスピードの速さと止めたりする手間という
のがより桁違いで大変なような気がします。最近
では女性から自治体を通じて連絡を受け漏えいを
把握し、女性に謝罪した上で転居費や当面の生活
費をその自治体が負担したというニュースでした
が、過去にはこれが元で殺人事件もあったりしま
した。こういうのがさらに問題が重大化する。あ
るいは多くの人に早く広がる可能性があるという
感じはします。

自治体の動きがよく分からないのもそうです
が、企業とのマッチングというのは進んでいる
ようで、このコロナ禍にもかかわらず１カ月に
24企業ほどスーパーシティにかみたいというか
協議会に入ろうとしている企業が増えていると
いうことです。自治体の地図が出てたかと思い
ますけれども、あれが出ている内閣府のホーム
ページに行って、自治体名の所にマウスの矢印
合わせると、その自治体がここのところ、企画
全般とか企画設計とかインフラとかセンサーと
かサービスアプリケーションとかいろんな内容
が書いてあるのですが、これも民間企業のどの
情報が欲しいかというのがその自治体名の所に
マウスの矢印合わせると出てくる。それを通じ
て企業は自分の会社の担当者名を書いてアクセ
スすることができます。そういうSNSにつなが
っているようです。

民間企業の期待は大きいようで、コロナ禍
にあっても（むしろコロナ禍だからこそ、で
しょうか）企業からの情報提供を掲載する

「スーパーシティ・オープンラボ」は、登録
団体数が８月末現在で174団体、７月22日時
点の150団体からそれなりに伸びています。

内閣府の資料でもコロナ禍にあってのスマ
ート技術の活用例が紹介されています。

住民に見えないところで企業と自治体が協
議をするなかで、住民の情報（ビッグデータ
などと言われます）の安全は担保されている
のでしょうか。

たとえ、構想が頓挫しても、企業に渡った情報
がその後の企業活動に利用されないのでしょうか。

あるいは、実現後、企業が破綻したらどうなる
のでしょうか？

企業は積極的に

公共DX、デラックスな言葉と思ったらそうじ
ゃなくデジタルトランスフォーメーション。トラ
ンスフォーメーションがどうしてXなのか、僕に

はよく分からない。９月７日ですから割と最近の
記事ですが、公共DXを臨調をつくってがんがん
進めようという主張がありました。

公共デジタルトランスフォーメーション
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その記事によると、安倍晋三首相が辞任を表明
しわずか１週間で菅義偉官房長官が次期首相のポ
ストを射止める流れが強まっている。安倍政権を
回顧すると浮上するテーマがデジタル化を浸透さ
せ生産性向上の基礎を整えることなのだそうで
す。いや、うそつかないことですよね。デジタル
かアナログかじゃなくてうそをつかない。言った
ことは言ったってちゃんと記録にしておくという
のが、これデジタルかアナログの問題ではない。
特別定額給付金の支給では公的なITインフラの
貧弱さに多くの国民があきれた。それもそうだけ
ど、そうではないとは言わないけど、いずれにし
てもこんなに遅いのかと驚きましたね。全員に配
るというのは、誰が困っているか分からないから、
その間お金を渡すので皆さんじっとしていてとい
う10万円だったんです。困っている人が分かるな
らその人にもっとたくさんのお金を渡せばいい。
ただ誰が困っているか分からないから取りあえず
暮らしておいてという10万円が、これほど時間が
かかるというのではちょっと困りますというよう
なことはありました。

スーパーシティになったら在宅勤務できる人は
増えるでしょうか。スマホ教えに行かなきゃいけ
ないから、減るかも知れません。アベノミクスを
総括すると財政金融政策は総動員したが、それが
成長にはつながらなかったということになりま
す。DXは生産性向上にあります。記事には、「行
政のデジタル化を進めることが国全体、日本経済
全体に大きな効果を生むのかと疑う声があるかも
しれない。」とあり、個人的には疑っています。
単に人件費に換算すると企業はアプリに任せて、
スマホのショップも予約制にして、それ以外閉め
ますよっていったら非正規の人ので時給分安くで
きますよ。役所はスマホ渡したからといって役所
閉めますというわけにはいかないはずなので、ま
すます役所だけが生産性が低いと言われかねな
い。

公共部門のDXと次期政権の重要な課題。公共

DXの実現は大きな機運を時のリーダーがつくり
出せるかどうかにかかっている。安倍首相は辞任
表明の会見でIT分野の反省点が明らかになった。
官の側では役所ごと、自治体ごとに取り組みが違
っていると述べた。省庁や自治体の縦割りとそれ
ぞれに連なる既得権を持つ業界が商売をしてい
る。この既得権を一手にまとめて１人に渡そうと
いう話かもしれない。特定の企業や人物が政府を
動かすことにつながるかも知れません。なお、ス
ーパーシティに関する懇談会の座長が竹中平蔵さ
んです。最近竹中さんは、ベーシックインカムに
ついての発言でも話題になりました。理解が不正
確かも知れませんが、個人的にはベーシックイン
カムに懐疑的になりました。

遠隔医療、遠隔教育のための規制緩和やデジタ
ル環境の整備も課題だろう。これは確かに大学は
半期で15回の授業をやれと縛られている。こんな
ときに授業の回数が多少減ったからといって単位
出せませんなんて誰が言うのかという話ですけれ
ども、なんとかオンラインも活用してこなそうと
している。

記事には、公共DXの推進はさほど予算がかか
らないとあります。しかし自治体の予算はかかる
と思います、ケアするための予算です。ちゃんと
ワークさせるための経費を組んだ民間企業が全部
出してくれるという契約ができるかどうかにかか
っている。立ち遅れたとはいえマイナンバーカー
ドの普及率が２割に迫る中、デジタル手続法が定
める行政手続きの３原則を徹底することが基本、
すなわちデジタルパワーとワンスオンリー、コネ
クテッドワンストップ。要は書面よりオンライン
が優先で、１回やったら二度とやらなくてよくて、
民間の手続きも含めてできる。このワンストップ
サービスっていうのはもう何年も前に車買うとき
に実現していることになっているけれども一向に
便利さは増えない。いまだに車１台買うのに実印
が要るというのはおかしな話だなと思いますけれ
ど、その辺も絡むのではないかと思うんですね。
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新政権がまず直面するのが新型コロナウイルス対
策と経済回復と縦割り、そのためにも公共DXの
推進は避けて通れない課題なのであるというのが
記事に書いてある。結局、住民のデータを企業に
渡して企業の生産性上げて国際競争力を高めまし
ょうというふうに読めます。

海外のことはよく分かりませんが、たとえばア
メリカでは自治体に属してない地域があって、住
民が自分で自治をつくるっていうところもあるの
で、これが機能する素地があるかも知れませんが、
日本の場合、国土全体を自治体がカバーしている
ので、その中でどのようなサービスをどのように
連携させるかが課題です。

元福島大学の教授で今われわれの仲間（主任研
究員）ですが、今井照さんの『自治体の未来はこ
う変わる』という本には、自治体のミッションっ
ていうのはきょうと同じ明日が迎えられるように
にすることだという主旨のことが書かれていま
す。きょうと違う明日でも、よりよい明日を全員
が迎えられるっていうんだったらともかくとし
て、きょうと同じ明日さえ迎えられない人が出て
くるんじゃないかというような気がしてなりませ
ん。ちょっと長めになってしまいましたが、いっ
たん私の話、以上にしたいと思います。どうもあ
りがとうございました。

辻　きょうはありがとうございました。埼玉県議
会議員の辻浩司と申します。埼玉県では昨年当選
した大野知事が公約の中で埼玉版スーパーシティ
構想というものを考えてるんですが、その内容が
かなり漠としていて既存の町でやるのか、それと
も新規につくるのかも含めてもよく分からないと
いう感じになってます。このスーパーシティ構想
を進めていく上で都道府県が主体となってやる場
合と、地方自治体がやる場合と、いろんなパター
ンがあるのかどうか。都道府県が旗振りをしてる
ような例とかあるんでしょうか。聞かせていただ
ければと思います。

其田　はい、ありがとうございます。すべてを把
握できていませんが、大阪府大阪市共同というの
があって、愛知県内の自治体いくつかと愛知県が
一緒にやっている、こういう県がイニシアチブを
取る、あるいは一緒にやっている取り組みはいく
つかあるようです。そのほかにも茨城県つくば市
共同とか、京都府などの例がありますけれども事
例を深くまでは調べられていません。都道府県の

区域内で比較的近い地域での取組の場合や、スー
パーシティの区域が市町村の区域を越えて隣接す
る市町村に渡っているような場合に都道府県が調
整したり都道府県と連携したりということが予想
されます。

想像ですが、例えば、鎌倉市の取組は隣の藤沢
市と極めて近いエリアが想定されていると思わ
れ、神奈川県とも連携の必要性が出てくるかもし
れません。いずれにしても、都道府県の区域全部
をスーパーシティにというよりは、差し当たりは
都道府県内の自治体のスマートシティ、スーパー
シティの取り組みを例えば束ねて調整していると
いうのが実情ではないでしょうか。この後出てく
る財政措置が具体的に定まる中で都道府県が積極
的に音頭を取ってスーパーシティに進もうという
動きにはなるかもしれないということです。今の
ところ私が把握しているのはこんなところです。
すいません、お答えになってかどうか分かりませ
んが。

石本　所沢の市議会議員の石本と申します。本日

■ 質疑応答
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はありがとうございました。お分かりになる範囲
で構いませんが、国って何かの政策を打とうとす
るときは最初にイメージを持ってやるっていうの
は、私も以前、国会議員の秘書もやってたんで大
体そういう話は官僚の方から聞いたことあるんで
すが、もともとスーパーシティ構想っていうのは
どれぐらいの例えば人口規模の自治体に想定して
いたのかっていうのがもしお分かりになれば。

其田　ありがとうございます。その具体像ってい
うのは国からは必ずしも示されていないと思いま
す。いろいろな資料をざっと見たところでどれぐ
らいの都市でなければならないということが必ず
しも想定されているようには今のところ読み取れ
ていません。国の中にはあるのかもしれませんし、
民間企業がやっているところにはその構想につい
ての具体的な像があると思います。現状は町村も
含めて数を集めておいて、その内容からしぼって
いく感じではないかという印象です。

Ａ　埼玉県の毛呂山町から来ました。偶然きょう
毛呂山が出ていたんですが、今年の１月の何日か
だったか、中日新聞の朝日でいうと天声人語の欄、
中日新聞ですから東京新聞と同じでしたが、裾野
のスーパーシティと新しき村を取り上げてまし
た。私、新しき村の人間です。「新しき村」は102
年前、大正７年に作家の武者小路実篤が提唱して、
本来人間の理想のコミュニティーっていうのはこ
うあるべきだっていうのでモデルをつくって、そ
れは宮崎県でしたが昭和14年に毛呂山町に来て今
に至っている。中日新聞では新しき村とスーパー
シティ、トヨタのそれを比較してどちらかという
と新しき村に肩入れしてるような文章書いてくだ
さったんですが。

NHKの番組でまだ30代の経済学者２人にイン
タビューした際にコロナのこういう状況を踏まえ
てお二人がそろってデジタル化を進めなきゃいけ
ないんだということを強調してられて、インタビ

ュアーももそれに賛成しているみたいでした。先
生はそれをどうお考えですかっていうことをお聞
きしたいんですが、デジタル化はそんなに人間を
幸せにするんだろうかっていうそういう気持ちが
あって、きょうのお話をお聞きしながらずっと先
生もそういうふうに思われているんじゃないかな
っていう気がするんですが、その点はいかがでし
ょうか。

其田　結論からいうとしません。デジタル化がも
たらす幸せっていうのはデジタルかアナログか人
に選択肢があって、デジタルのほうが便利だって
いうのをその人が選択できる限りにおいて便利な
可能性はあるし、その便利さを幸せと思うか不幸
と思うかは人によると思うわけです。幸せかどう
かっていうか幸せっていうものの判断基準が人に
よって違うんだから選択肢が豊富な世の中のほう
が僕はいいように思います。

なので、便利な人が便利に使って便利な人しか
いなくなったらしょうがないんだけれども、今の
日本でいきなりデジタルです、スマートです、ス
ーパーですっていったら必ず取り残される人が出
る。その人にちゃんときょうと同じ明日が迎えら
れるような選択肢用意できるかってことが一つの
鍵だと考えています。時計だって好みですよね、
デジタルがいいかアナログがいいか。そりゃ狂わ
ないほうがいいので電波ソーラーがいいって人が
いれば、調度品のような自動巻きのすごいやつで
ほとんど時刻はスマホで見てるんだけど、「して
ることに価値がある時計」っていうのもあるわけ
ですし、それ自身は幸せとは何かっていうのが人
によって違う以上は、これが必ず幸せにするって
ことはあんまりなくて、それが実現しても幸せで
ないと思う人がどうやってより不幸じゃなく生き
れるかっていうことのほうが重要だし、そのこと
考えずにスーパーシティっていうものに自治体が
引っ張られてしまうと多分、町の魅力もなくなっ
ていくかも。
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寿都町に続いて神恵内村で核のごみ処理施設を
商工会が誘致しろって請願出したという報道があ
りました。その商工会の人なんとおっしゃってた
かっていうと金じゃないって言ったんです。人口
のために、つまり核のごみ処理施設ができたらそ
こに働く人が住むので、人口政策のために核のご
みを誘致しろって請願書いたんですね、報道によ
ると。とするとこの方々が持っている幸せの価値
観とわたしが持つそれとは異なるところから出て
きてるんじゃないかという感じがします。住民の
代表としての議会における調整っていうのが重要
になってくるし、それを行政としてどう進めてい
くのか、予算をどう分配していくのかってことが
これからの課題になってくるかと思います。

岡野　時間もないと思いますので簡単にというこ
とで。講演ありがとうございました。実はÅさん
が町民で、私が毛呂山町の議員をしてます岡野と
申します。全国の15の自治体に選ばれたというこ
とで、去年の夏頃から町長が中心に町づくり整備
課と一体となってこのスマートシティをやってい
くというようなことで、本当にいいもんだという
ようなところで、正直言いまして何が何だか分か
らないうちに、町と中心的な大きな会社としては
当初、清水建設、あとデロイトトーマツ、こうい
ったそうそうたる構成で信用が置けてスマートシ
ティをやっていくんだというような。その場に説
明会にも両社とも出てきたり、それとあと地元に
ビコーという自動掃除機がありますが、そこの会
社も4000万も既にかけてて自動運転バスをぜひ実
証したいんだというようなところが、民間企業が
頑張るんでなかなか議員としても反対とかそうい
うようなしづらいままに、実はこの９月議会に創
立としては今年の10月１日、そして会社名は株式
会社毛呂山創生社ということで。今資本金を集め
てまして、700万円です。その中に毛呂山が補正
予算で、９月の、195万円を出してきまして、あ
と民間の会社何件か、あと銀行が三つ、りそな銀

行と埼玉信用金庫、あと武蔵野銀行っていうよう
な感じで。この二つの会社は協議会でやっていく
んだって言ったんですけど、出資はしません。そ
こに関しては本当に梯子を外されたような形で議
員としてはみんな怒っているんですけど、これが
通りました。

ずっと言っているのが自動運転と大きな事業は
ふるさと納税、これを軸に事業を展開していきた
いという。ですから議員のほうとしても不安があ
りながらも反対しづらいし、何となく浮ついた形
で賛成という形なんですけど、今後どんな視点を
持ってスマートシティを監視していくのか、チェ
ックしていくのかというようなこと、ちょっとそ
の辺がお話しいただければと思います。

其田　はい、ありがとうございます。今のお話は
非常に勉強になりました。80年代にリゾート法と
か民活法っていうのを作ったときに、第三セクタ
ー設立のブームが起こりました。全国にスキー場
やテーマパークなどの似たような施設がいっぱい
できて、それが90年代に一斉につぶれました。毛
呂山創生社の場合は700万のうちの195万を町が出
資ということであれば相当、場合によっては経営
に関与することもできるし情報開示も求められる
ところだと思います。あやふやな記憶ですが、25
パーセント出資してるかどうかでだいぶ議会への
説明義務が三セクの場合変わってくるので、それ
が辛うじてクリアできてるので、情報開示は徹底
的に求めていくっていうのが一つだろうと思いま
す。宮崎のシーガイアは第三セクターでスタート
しました。

宮崎県はシーガイアをめぐって2つの訴訟を抱え
ました。一つは情報公開が不十分だっていう訴え
と、もう一つは補助金の支出が違法性があるとい
う訴えの二つを訴えです。第三セクターに対して
補助金を出すって民間企業にえこひいきである。
あるいは公益的なことをやってる第三セクターな
のに情報開示が不十分だと訴えの中身ですが宮崎
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県は裁判ごとに真裏の立場を取りました。つまり
情報開示請求のときにこれは第三セクターが民間
企業であることを理由に消極的な態度をとり、民
間企業に補助金出すのは違法性認めるのかってい
ったらそこの裁判では、シーガイアの事業は多く
の雇用もつくった公益的な事業なのでこれへの補
助金出資は違法ではないという立場を取りました。
チェックしていくときは当然経営状況とともに住
民に近いところで声を拾いながら、それを会社と
議会に届けていくっていうのは迂遠のようだけれ
ども重要ではないかと思います。

ただスーパーシティはさっきもご紹介したとお
り首長のリーダーシップ期待されてるので、と企
業の後押しですね。それに議会は今は押し切られ
気味なんだけれども、ほれみろ、かえって面倒く
さくなったじゃないかとか、そういうことの例を
一個一個拾って、それで恐らくはデジタルなり自
動運転ってもので幸せになった人となんない人が
いて、この人たちをどうやってきょうと同じ明日
を送らせるようにするんだ。結局自動運転のバス
が来たら他の交通の移動のサービスが減るってこ
とは町としてどう考えるんだっていうようなこと
を一個一個つぶしながら、毛呂山創生社がやって
いることと行政としてやらなければいけないこと
を区別しながらチェックしていくということで。
もうつくって動き始めたものを今つぶせって言っ
てもそりゃ根拠がないことになってしまうので、
恐らくは事業内容と住民の満足度みたいなことを
どうやって吸い上げてそれを会社と行政に伝えて
いくかというのが多分議員の皆さんができるチェ
ックだし、住民だとすると自分が便利に使っても
不便な人いるよねってことを教えてくれる議員さ
んっていいよねって思うんじゃないかなって感じ
がします。これもすいません。私の思い付きみた
いなことですけれども、そんなふうに感じていま
す。以上です。

本田　朝霞市議会議員の本田麻希子といいます。

今のお話を聞いていて先生もご講義の中でご指摘
されてましたけれども、住民の意思決定機関であ
る議会っていうものが、結局協議体っていうとこ
ろに直接かめないっていうか、市長のリーダーシ
ップだったりとか協議体自体も住民の合意形成に
は住民投票っていう形を入れるっていうことで、
議会を飛び越して住民がいいと言っていればいい
んだみたいなそういうところがあるように思って
るんですね。

そういう今までの政治の在り方というか住民が
どういうふうに自分たちの町をつくっていく、そ
れの決定をどんなふうにしていくかっていうシス
テム自体を根本から変えてしまうんじゃないかっ
ていう怖さがすごくあって、そういうことを一か
ら考えることが必要な気がしてるんですけども、
この点に関して注意したほうがいいとか議会とし
てこのスーパーシティ構想が自分の町に持ち込ま
れるときに、今のお話なんかも参考になりました
けれどもどんなことを考えていったらいいかって
いうことをお伺いしたいと思います。

其田　はい、ありがとうございます。難しい質問
が多くて大変だな。住民を代表する議員が予算な
り条例なりを決めるために、それは、議員が住民
にその結果を知らせて、住民のニーズを吸い上げ
てることが当然必要です。

その意味ではそのとおりなんだけれども、一方
みんなが選挙に行ってくれないのはなんでかって
いうことになると、それもよく分かんないですね。
まずはここからかも知れません。住民の側からす
ると受けてる行政サービスに対してわれわれは何
を選んでるんだってことになりますよね。例えば
私、厚木市民ですけれども、今テレワーク的なこ
とが多くて家にいる時間長いですが、平日のほと
んどを千代田区で過ごしてるとすると厚木市議会
議員に何を期待していくんですかっていうような
ことが分かりにくかったりします。自治体が独自
に設定する公共サービスの水準について、朝霞市
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ではこうですよとか、厚木市ではこうですよとか、
普段は市外、県外に出ていってる人も含めて巻き
込んだ意見を集められるかだと思うんですが、そ
れをどうしたらいいかっていうのはなかなかいい
方法がないわけですが、このような活動が投票率
につながることを期待するしかないのかも知れま
せん。

あまりにも投票率が低いままだと議員が何を代
表しているかもわかりにくくなってしまいます。
その辺のところで二元代表制がいいとか悪いと
か、あるいは議会を大川村みたいになくしちゃっ
ていいみたいなことに一足飛びになりがちなんだ
けれども、議会があることの意義って少なくない
って思うし、その部分でどうやってみんなが町の
ために参加をしてるんだ、その町に住むってこと
はスマートシティ、スーパーシティに合意したっ
てことではなくて、その町できょうと同じ明日を
過ごそうって意思決定はしたってこと、だからそ
こに税金払うんですよね。ふるさと納税がそれを
払わなくするって制度だとするとこれはある意味

自治を揺るがしちゃってる可能性があると思いま
す。

元のご質問に戻っても答えは出ないところなん
だけれども、われわれ自身ももっと有権者として
の勉強をしていかなきゃいけないし、そのために
は議会の活動がチャンネルを通じて市民に届く必
要がありそうです。その中で選挙に行ってもらえ
るようにっていうところから始めていくしか今の
ところなくて、それが同じく民意を得ている首長
と意志がずれたときに力を持つと思います。政府
や首長に一方的に利用されないように議会はあら
なければならないし、そのための会派であり政党
であってほしいというのが希望として持ってるっ
てことぐらいしか今の私には申し上げられないか
もしれない。以上です。

其田　どうもありがとうございました。きょう車
で来たんですが、案外すぐ来れますね。またいつ
でも・・・。

（了）
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最近、マイクロプラスチックという言葉をよく
聞きます。マイクロプラスチックとは、５mm以
下の小さなプラスチックのことです。マイクロと
いっても単位のマイクロ（100万分の１）ではな
く、マイクロバスのマイクロと同様に「小さい」
という意味で使われています。

マイクロプラスチックは起源により大きく２種
類に分けられます。１つは、もともと５mm以下

に作られたプラスチックのことで、一次マイクロ
プラスチックと呼ばれます。たとえば、洗顔剤や
化粧品などに入れられているマイクロビーズや、
プラスチック製品の中間材料であるレジンペレッ
ト、肥料などを入れるカプセル（写真１）があり
ます。

もう１つは二次マイクロプラスチックと呼ばれ
るもので、もともと５mmより大きいプラスチッ
ク製品の破片です。プラスチックは分解しません
が、劣化はします。壊れたり、生物がかじったり、
あるいは紫外線などの影響で劣化して、細かい破
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特集 ②

プラスチックごみが社会問題となっています。友人の夕飯のサンマからも「プラスチックの糸
のようなものが出て来た！」と、写真が送られてきました。ちょうど世界経済フォーラム（ダボ
ス会議）で、「このままの状態が続けば、海のプラスチックごみ量は2050年までに魚の重量を
超える」との発表が話題になっていた頃のことです。

当時はまだ、プラスチックごみは海を汚染するだけで、陸上にはあまり影響がないものと考え
られていました。そのため対策も、ごみを回収する仕組みが整っていない途上国に回収のノウハ
ウを教えたり、焼却炉を販売したりすることで解決できる問題だと、軽く考えられていたのです。
ところが、最近の研究で、プラスチックは海だけでなく、空気や水、食べ物、そして生物の体内
などあらゆるものを汚染していることがわかってきました。特に2020年に入ってからの研究成
果はめざましく、あろうことか野菜や果物にまでマイクロプラスチックが入っているらしいこと
まで報告され始めました。どこにいてもプラスチック汚染からは逃れられない、と覚悟を決めて
いた私も、大きな衝撃を受けています。

Ⅰ．マイクロプラスチック

１．マイクロプラスチックって
どんなもの？
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片になります。
たとえばレジ袋は、紫外線にさらされるとまも

なくボロボロになります。ごみ拾いをしたことの
ある人ならばわかると思いますが、土の上にしば
らく前から落ちていたレジ袋を拾おうとしても、
細かく砕けてしまって拾えません。

合成繊維の衣類などを洗濯した際に出るクズ
や、車両走行時にタイヤが路面との摩擦により合
成ゴムの破片をまき散らすことで出るクズ（タイ
ヤ摩耗粉）などもマイクロプラスチックです。こ
れらは、本来二次マイクロプラスチックであるは
ずですが、発生した時点から小さく、一次である
マイクロビーズと同じ経路で海へ流れ込みます。
つまり、海域に放出される時点で既に小さくなっ
ています。そのため、海外の多くの機関は、小さ
いサイズで直接環境中に放出される繊維クズやタ
イヤ摩耗粉のようなプラスチックを一次マイクロ
プラスチックとして扱っています。

IUCN（国際自然保護連合）もそれらを一次と
して扱い、一次マイクロプラスチックについてレ
ポート（2017年）をまとめました。それによると、
海へ流入するプラスチックの15〜31％が一次マイ
クロプラスチックだそうです。このうち最も多い
のが洗濯などで発生する合成繊維のクズ（35％）
で、次が走行中のタイヤの摩耗粉（28％）です。
その次に多いのがシティダスト（24％）と呼ばれ

る都市部の粉塵で、靴底や調理器具の摩耗、人工
芝などのことです。次は道路の路面標示などが削
れたもので７％、船の塗装が剥がれたものが
3.7％、洗顔剤などのマイクロビーズが２％、レ
ジンペレットが0.3％と続きます（図１）。これら
一次マイクロプラスチックのうち、海へ流れ込む
のは推定される発生量の48％程度であると考えら
れ、残りは土壌や下水汚泥に蓄積されるそうです。

プラスチック汚染というと、途上国の不適切な
廃棄物管理やポイ捨てのせいと思われがちです
が、これらのデータは、先進的な廃棄物管理がな
されている先進国も汚染源であることを示してい
ます。しかも、これらは小さすぎて回収は不可能
です。　

さらに最近は、走行時のタイヤの摩耗粉だけで
なく、ブレーキがすり減ってでるクズもマイクロ
プラスチックで、それらが大気中へまき散らされ
ることについての懸念が広がっています。2020年
７月にノルウェー大気研究所（NILU）の研究者
らがネイチャーコミュニケーションズに発表した
論文によると、大きめ（10マイクロメートル以下）
の微粒子の多くは発生源の近くに落ちますが、

写真１　徐放性肥料カプセル。
少しずつ中の肥料成分が溶け出し、殻が川から海へ流出

図１　一次マイクロプラスチックの内訳
（出所：IUCN2017年レポート）



29

埼玉自治研　No.56　2020.10

2.5マイクロメートル以下の微粒子の多くは風に
乗って遠くへ運ばれます。そして海に流れ込んだ
り、山岳地帯や北極にまで飛んでいき、雪や氷の
表面に付着します。マイクロプラスチックは、雪
や氷より暗い色をしているため太陽エネルギーを
より吸収してしまい、溶けるのを早めてしまいま
す。そのため、温暖化を加速させる原因にもなっ
ているそうです。

これまでプラスチックごみは川から海へ流れて
いって、海や海産物の汚染を通し、人間にも影響
をもたらすことが懸念されていました。しかし、
車から発生するマイクロプラスチックの研究によ
って、大気中を輸送されて海に落ちるマイクロプ
ラスチック粒子の総量は、河川によって堆積され
るマイクロプラスチック粒子の総量と同程度と推
定されました。つまり、マイクロプラスチック拡
散の主要ルートの１つは大気であり、マイクロプ
ラスチックは空輸もされていたのです。

また、海に流れ出したマイクロプラスチックの
一部は風に乗って、陸上へ舞い戻ってくることも
スコットランドのストラスクライド大学の研究者
らがフランスの海岸でおこなった実験によってわ
かりました。これまでは、一度海へ流れていった
プラスチックは、魚や貝を通してごく一部が陸上
へ戻ってくるとしても、大半は海底に沈んでいる
のではないか、などと考えられていました。しか
し、そうとばかりはいいきれないということです。
私たちがプラスチック汚染から逃れられる場所
は、もう地球上のどこにもありません。マイクロ
プラスチックの発生しにくい繊維やタイヤ、ブレ
ーキ、靴底、塗料などの開発が待たれます。

海外では2017年頃から、水道水に含まれるマイ
クロプラスチックについて報告され始めました。
日本では当時まだ調べられていなかったため、厳

しく管理されている日本の水道水からはでないの
ではないかとも考えられていました。しかし2020
年に入ると、日本でも検出が報告されるようにな
りました。

まず３月に日本水環境学会で、千葉工業大学の
研究チームが北海道釧路市と沖縄市の水道水から
マイクロプラスチックを検出したと報告しまし
た。ポリエチレンテレフタレート（PET）とポ
リエチレンが主要成分で、1立法メートル当たり
60〜112個のマイクロプラスチックでした。

９月に入ると今度は日本環境化学会で、東京理
科大学の研究チームが国内８カ所（千葉県柏市・
野田市、東京都豊島区・新宿区・立川市・町田市、
神奈川県横浜市、山形市）と海外５カ所（アメリ
カ、タイ、フィンランド、フランス、ドイツ）の
水道水を調べ、そのすべてからマイクロプラスチ
ックを検出したと報告しました。いずれも浄水の
過程で除去しきれなかった可能性と、浄水後に混
入した可能性が考えられるそうです。配管に使用
されるPVCも検出されています。興味深いこと
に、30マイクロメートルの球状のマイクロプラス
チックが水道水から複数個見つかっています。

これは口紅やファンデーションなどの化粧品や
インクなどにも使われているものです。化粧品な
どに意図的に入れられるこのようなマイクロプラ
スチックについて、欧州では問題視されています
が、日本ではなぜかまだほとんど問題にされてい
ません。しかし、日本の多くの化粧品やリップク
リームにも使われています。マイクロプラスチッ
クを入れることで、色やツヤ、のびがよくなるた
めです。国連環境計画（UNEP）では2015年、化
粧品のマイクロプラスチックについて『PLAS-
TIC IN COSMETICS』（化粧品におけるプラスチ
ック）という報告書を出し、注意を呼びかけてい
ます。

２．水道水中のマイクロプラスチック
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繊維クズは、マイクロプラスチックファイバー
（マイクロファイバー）などとも呼ばれ、洗濯す
るたびに大量に流れ出すため、下水処理場からも
たくさん川へ漏れ出しています。米ニューヨーク
州立大学のメイソン博士らが、全米17の下水処理
場から90サンプルを集めて分析したところ、下水
処理場から淡水に放流されるマイクロプラスチッ
クの60％はこの合成繊維のクズでした。日本の下
水処理場も99％以上の異物除去率とはいえ、マイ
クロファイバーが川へ流れ出すことは避けられ
ず、既に多くの報告があります。

洗濯により発生するマイクロファイバーについ
ての研究は、これまで数多くなされています。た
とえば、フリースのジャケットを洗濯機で洗うと
100万本のファイバーが脱落するというEU（欧州
連合）のライフ・マーメイドプロジェクトの報告
書があります。

また、パタゴニアなどの調査によると、家庭の
洗濯機で普通に洗濯した場合、布地から３万1000
から350万本のファイバーが抜け落ちます。また、
イギリスの研究チームが、アクリル、ポリエステ
ル、綿、混紡（綿・ポリエステル）を洗濯（６kg）

したところ、一回の洗濯でアクリルが約73万本、
ポリエステルが約50万本、混紡が約14万本のファ
イバーが発生したという結果も報告されていま
す。

マイクロファイバーが漏れ出しにくい目の細か
いメッシュの洗濯ネットの販売や、ファイバーの
流出を防止する洗濯機フィルターの開発などが進
められています。しかし、最近になってマイクロ
ファイバーは洗濯時よりも着ているときの方が多
く発生するということを、イタリアの研究者が発
表しました。１回の洗濯で出る量と３時間20分着
て日常的な動作をした場合とで、同量のマイクロ
ファイバーが発生するというのです。

私たちはこれらを吸い込んでいる可能性があり
ます。それを避けるためには、綿や麻、ウールな
ど自然素材の衣類や寝具を選ぶ必要があるでしょ
う。また、衣類乾燥機からもマイクロファイバー
は発生しています（写真２）。

「人は年間最大5万2000個のマイクロプラスチ
ックを食べている。呼吸の際に吸い込んでいる分
も含めると12万1000個（成人男性１日当たり約
320個）のマイクロプラスチックを摂取している」
(Environmental Science & Technology, 2019.6.5)と
いう報告が、昨年話題になりました。カナダのビ
クトリア大学の研究者たちの報告です。ペットボ
トルのみで水分を補っているとさらに９万個のマ
イクロプラスチックが上乗せされますが、水道水
の場合は年間4000個ですむということでした。そ
の衝撃も冷めないうちに、今度はWWF（世界自
然保護基金）がオーストラリアのニューカッスル
大学に委託した調査結果を発表しました。それに
よると、「人は平均毎週５グラムのプラスチック
を摂取している」（WWF, 2019.6.12）というので
す。５グラムというのはクレジットカード１枚分

３．着ているだけでも飛び散る繊維の
マイクロプラスチック

写真２　コインランドリーの衣類乾燥機の排気ダクト
写真：環境問題を考える会（栃木県下野市）

４．人間のマイクロプラスチック
摂取量は？
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です。
いずれも当時既に調べられ判明していた魚介類

や砂糖、ビール、塩、ハチミツ、飲料水、大気に
含まれていたマイクロプラスチックの個数につい
ての論文から導き出した結果です。日本で販売し
ている食品などについては調べられていませんで
したが、それ以前に調べられた日本を含む８ヵ国
に住む人の便からもマイクロプラスチックが出て
いることが確認されているので、日本人も相当量
のプラスチックを食べていることは確実です。

これらが発表されたすぐあとで、プラスチック
製のティーバッグからも100億個以上のマイクロ
プラスチックが見つかりました。たった１杯の紅
茶を飲むだけで、私たちは信じられないほど大量
のマイクロプラスチックを体内に取り込んでしま
うのです。これはプラスチック製のティーバッグ
を紙製に切り替えればよいという話ではありませ
ん。紙製のティーバッグにもプラスチックが薄く
塗られていたりするので、できるだけティーバッ
グそのものを避けた方がよいでしょう。ダシパッ

クなども同様です。
プラスチックそのものは人体に無害でも、プラ

スチックには環境ホルモンなどのような有害な化
学物質が添加されている場合があります。マイク
ロプラスチックは、海中や大気中で化学物質を高
濃度に吸着することも知られており、食べた生物
はプラスチックを排出することができたとして
も、化学物資は体内に残ってしまうことも実験に
よりわかっています。

今後ますます研究がすすみ、「ミクロの世界」
がわかってくると、プラスチックのような自然に
還らないものを使ったことに対する代償の大きさ
がわかってくるでしょう。これから払う代償を少
しでも減らすための最も確実な方法は、レジ袋や
ペットボトル、ウェットティッシュ、ストローな
ど使い捨てのプラスチックをできるだけ使わない
ことやマイカー利用を減らすこと、そして綿やウ
ールなど天然素材の衣類を選ぶこと、便利なもの
に頼りすぎないことなどです。

政府は2019年、「プラスチック資源循環戦略」
を決め、今年５月から環境省と経済産業省は合同
委員会でそれをどのように実現するかについて検
討しました。その結果、先頃発表されたのが「今
後のプラスチック資源循環施策の基本的方向性」
という制度案です。しかし、肝心な「プラスチッ
クをどう減らすか」については示されず、むしろ
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で使い捨て
プラスチックの役割が再認識されたとして、削減
に逆行する表現まで見られます。この制度案の中

心は、あくまでも代替品への置き換えとリサイク
ルの推進であって、使用の削減ではありませんで
した。

今後、国はペットボトル以外の「容器包装プラ
スチック」と「製品プラスチック」を一括回収し
て、リサイクルする方針です。製品プラスチック
とは、ポリバケツやプラ製のおもちゃ、文房具、
衣装ケースなどのことです。一括回収になれば、
市民がいちいち「コレ容器包装？」と悩むことも
なくなり、しかも樹脂が複層になっていたり複合
素材だったりすることの多い容器包装よりも、製
品プラスチックのほうがリサイクルしやすいた
め、再生樹脂量が増えるなどのメリットがありま

Ⅱ．自治体のプラスチック対策の取組

１．プラスチック製品のリサイクル
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す。
とはいえ、回収費用は誰が出すのでしょうか？

容器包装のリサイクルは、1995年に制定された容
器包装リサイクル法（以下、容リ法）という法律
のもと、自治体が回収を担うことになっています。
もし、製品プラスチックも容器包装のように、莫
大な回収費用を自治体が税金で負担することにな
れば、気軽に使い捨てられる製品作りを自治体が
奨励するのと同じことです。大量消費・大量廃棄
社会を変革することはできません。しかも、自治
体はその分のお金がまた必要になります。

これまでも約７割の自治体が容器包装プラスチ
ックを分別収集している一方で、それらを燃やし
て売電収入を得ている自治体もありました。神戸
大学名誉教授の石川雅紀氏の試算によると、自治
体がペットボトル以外の容器包装プラスチックの
分別収集をやめて焼却したとすると、922億円以
上の財政的メリットが生じるそうです。その理由
はこうです。2017年のアンケート調査に回答した
1452自治体だけで、容器包装プラスチックの分別
収集・選別保管に642億円もの費用がかかり、容
器包装プラスチックをすべて自治体の焼却炉で燃
やし、売電した自治体は280億円の収入が得られ
たのだそうです。

法律があるにも関わらず、７割の自治体しか容
器包装プラスチックを分別収集していない理由
は、莫大な回収費用を自治体が負担しなければな
らないことや、回収してもたいしたリサイクルは
されていないと認識され、自治体の焼却炉で燃や
して売電などをする方がよいと考えられているた
めでしょう。これについては、賛否両論あると思
われますが、確かなことは、一番お金のかかる回
収費用を自治体が負担している限り、事業者は使
い捨てのものを安易に作り続けるだろうというこ
とです。

また、ペットボトルの場合も、容リ法により自
治体が負担するペットボトル分別収集費用は莫大
です。たとえば稲岡美奈子氏が学術誌（2011年）

に発表した推計によると、有償分などを差し引い
ても自治体負担は263億円（98.4％・2008年度）
です。対する事業者の負担は4.3億円（1.6％・同）
です。

巨額を投じ、エネルギー回収型の廃棄物焼却施
設を作った自治体にとって、製品プラスチックは
発電のための貴重な「燃料」です。雑がみなどま
で回収している自治体にとり、カロリーの高いご
みは他にあまりありません。とすれば、製品プラ
スチックのリサイクルに参加することで、売電収
入は激減し、さらに回収コストが自治体の財政を
圧迫します。

今後ますます財政難の自治体ほど、リサイクル
より焼却を選ぶようになるでしょう。生産者責任
に対する日本の甘い考えは、焼却率を高める結果
になっています。その一方で国は、エネルギー回
収型の廃棄物処理施設には３分の１の補助率で、
発電効率の高い「高効率ごみ発電」施設には２分
の１の補助率で補助金をつけ、ごみ発電を推奨し
ています。

日本は一体、発電したいのか、それともリサイ
クルしたいのか、さっぱりわかりません。製品プ
ラスチックはごみ発電として燃やすよりも、リサ
イクルする方がよいことは確かです。しかし、そ
れにかかる費用の出所は、生産者であるべきです。

実際の回収を自治体が担うとしても、金銭的負
担は生産者が負う必要がある、という「拡大生産
者責任」の考えは、日本ではかつて多くの自治体
が主張していましたが、真っ当な意見であるにも
関わらずなかなか取り入れられません。環境・経
産合同委員会でも、肝心な回収費用を誰が負担す
るかについてほとんど議論がなされないのは、自
治体の意見よりも企業の意見を重視する国の姿勢
の現れではないかと思われます。

プラスチック製品のリサイクルは必要ですが、
このままではまた生産者責任が曖昧にされ、容リ
法の二の舞になってしまいます。
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近年、化学物質過敏症や香害を発症する児童・
生徒が増えています。原因の１つに、マイクロカ
プセルを多用した製品の増加が考えられます。

柔軟仕上げ剤（柔軟剤）や消臭剤、芳香剤、殺
虫剤、洗濯用洗剤の中には、目に見えないほど小
さなプラスチック製のカプセルを入れたものがあ
ります。カプセルに香り成分や殺虫成分を閉じ込
めることで、安定した状態が保たれるため、長期
間効力が持続するのです。

たとえば、香りが長持ちするタイプの柔軟剤の
多くに、香料成分を内包したカプセルが入ってい
ます。カプセル入り柔軟剤を洗濯時に使用すると、
多くのカプセルが排水と一緒に下水へ流れます
が、一部は衣類に付着します。乾いた後も服に付
いたカプセルは、水分で緩んで徐々に中身が浸み
だしたり、刺激によって時間差で弾けたりして中
身の香り成分が飛び散ります。そのため一定レベ
ルの香りが長時間なくならず、１週間持続するこ
とを謳った商品もあるほどです。

このマイクロカプセルにより、健康に関わる３
つの重大問題が発生しました。１つは、香りが持
続するようになったため、「香害」被害者が急増

してしまったことです。香害は、化学物質に敏感
に反応する「化学物質過敏症」の一種です。電車
の中でも匂いにさらされ、会社へ行っても同僚の
服から匂い、休日には近所の家のベランダから匂
う・・。これでは化学物質に敏感な人はたまりま
せん。柔軟剤臭に関する国民生活センターへの相
談件数は、同センターで情報提供を実施した2013
年をピークに高止まりしています（図２）。

２つめの問題は、カプセルの原料です。以前は
ウレタンやポリウレタンなども使われていました
が、強毒性のイソシアネートの発生が問題視され
たためか、最近は大半がメラミン樹脂製に切り替
えられたようです。しかし、そのメラミン樹脂か
らは、化学物質過敏症の原因物質であるホルムア
ルデヒドが発生します。つまり、近くにカプセル
入り柔軟剤の使用者がいれば、香料だけでなく、
ホルムアルデヒドにもさらされることになりま
す。

７種類の柔軟剤（海外産１種類、国産６種類）
を調べた千葉工業大学の亀田豊准教授たちによる
と、海外産のものにはマイクロカプセルが入って
いなかったそうですが、国産の６種類には入って
いました。そのうち５種類がメラミン樹脂製で、
残りはエチレン酢酸ビニル製でした。サイズはす
べて15マイクロメートル未満で、うち１種類は５
マイクロメートル程度と極小サイズです。

実はこのサイズが３つめの問題なのです。もと
もとのサイズが目に見えないほど小さい上に、さ
らにカプセルが弾けて飛び散るわけですから、そ
のプラスチック片を呼吸と一緒に人間も吸い込む
ことになります。しかも使用者だけが吸い込むわ
けではなく、衣類に付着していたカプセルが弾け
た際に周囲に拡散するため、周囲の人も吸い込ん
でしまいます。

鼻から吸い込んだプラスチック片は、サイズに
応じてその行方が変わります。『マイクロカプセ
ル香害』（古庄弘枝著、2019年）によると、2.5マ
イクロメートルより大きいものは鼻毛でつかまえ

２．マイクロカプセル香害と
自治体の取組

図２ 「柔軟仕上げ剤」のにおい」に関する相談件数と被害
件数の年度別推移（出所：国民生活センターの発表資料を
もとに筆者作成）
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られますが、それより小さいものは肺胞へ行きま
す。１マイクロメートルだと肺胞のマクロファー
ジ（免疫細胞の一種）が貪食しますが、0.5マイ
クロメートル以下だとマクロファージは反応しな
いそうです。肺胞の毛細血管に入った破片は、全
身の臓器へ運ばれることになります。

また、ドイツ連邦リスク評価研究所が人間の腸
管上皮細胞で行った試験によると、直径約４マイ
クロメートル以下のプラスチック粒子は腸管上皮
細胞から吸収される場合があるということです。
肺に入る前にプラスチック片が上気道に沈着する
と、炎症や病気につながる可能性を指摘する研究
者もいます。

現代人は、誰もが化学物質過敏症を発症する可
能性があるといわれています。原因は、マイクロ
カプセルのせいだけではないでしょう。しかし、

「香害をなくす連絡会」（事務局：日本消費者連盟）
が2020年におこなった香りについてのアンケート
調査では、回答者約9000人のうち、7000人以上が
香り付き製品の匂いで具合が悪くなり、うち柔軟
剤で具合が悪くなったと回答した人は6000人以上

（複数回答）と最多でした。
製品には「カプセル」の表示はなく、どの製品

にマイクロカプセルが入っているかもわからなけ
れば、その材質もわかりません。その上、中身の
香料成分まで非表示では、消費者はまるでロシア
ンルーレットをしているようなものです。

日本で行われた疫学調査によると、潜在的な患
者も含め、人口の7.5％（13人に１人）が化学物
質過敏症だそうです。アメリカは約14％で、日本
のほぼ倍ですが、日本もアメリカの後を追いかけ、
増え続けています。新潟県上越市で小中学生を対
象に2017年に行った調査によると、小学生の11％
が、中学生の15％が、化学物質過敏症の兆候を示
していました。小学生の発症原因の１つは、クラ
スメートの着ている衣類に付着していた柔軟剤
や、同級生の家庭で洗濯された給食着です。発症
後、授業を受けられなくなる児童も少なくありま

せん。
このような深刻な状況を踏まえて、多くの自治

体が議会で取り上げています。たとえば、「CS
憩いの仲間〜化学物質過敏症本人とその家族のた
めの情報交換会」の調べによると、47都道府県中
45都道府県で化学物質過敏症に関する議題を取り
上げ、香害に関する議題もこの３年で急速に増え、
21都道府県が取り上げたそうです。また、ホーム
ページや啓発ポスターで「香りの自粛」について
市民に注意喚起する自治体も少しずつ増えていま
す。自治体の役割として、市民への呼びかけが今
後いっそう期待されています。

自宅で好きなアロマの香りに癒されるのは結構
ですが、高残香性タイプの柔軟剤などの香りは衣
類に長時間付着するため、着ている人は匂いを感
じなくなります。しかし、周囲の人に匂いを押し
付けることになります。自分や家族だけでなく、
周りの人をも病気にする危険性があることを忘れ
てはならないでしょう。

昔はなかった柔軟剤ですが、今はテレビで大々
的に宣伝され、使わなければ洗濯ができないかの
ような気持ちにさえさせられています。しかし、
洗濯物が固くならない工夫は、他にいくらでもあ
ります。たとえば、石けん洗剤を使えば洗濯物は
固くならないので、柔軟剤はまったく必要ありま
せん。

ドイツではまもなく使い捨てのプラスチック製
飲用コップや皿、ストロー、カトラリー（ナイフ、
フォーク、スプーンなど）、発泡スチロール製の
食品容器などは法令で禁止されますが、早い時期
から使い捨てのプラスチック製コップはあまり使
われていませんでした。しかし、代わりに持ち帰
り用として紙コップが使われていました。紙コッ
プは大半が紙からできているとはいえ、内側にプ

３．使い捨てを減らすためのドイツ・ハノ
ーファー市のリユースカップの取組
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ラスチックがラミネートされているため、簡単に
はリサイクルできません。もちろん紙コップだけ
を単独回収すればリサイクルは可能ですが、たい
ていは日本でも他のごみと一緒に集められ、焼や
されています。

ハノーファー市でも、市民はカフェや駅の売店
で買ったコーヒーの紙コップの空き容器を街中の
ごみ箱に捨てていました。ハノーファー市は、ご
み箱の中に多くの紙コップが捨てられているのを
見て、木や水、エネルギーの無駄だと考えました。
そこで市は清掃公社とともに、洗ってくり返し使
えるカップ「ハノチーノ」（ハノーファーとカプ
チーノをかけたネーミング）を開発しました。市
の風景を描いたお洒落なカップです。

まず、競技場や催し物会場など公共性の高い場
所での導入を試みました。2017年のことです。そ
の後、一般のカフェや売店などにも広げました。
市民はコーヒーを買う際、コーヒー代にプラスし
てカップの保証金（デポジット）を支払います。
飲み終わってカップを戻せば、デポジットは戻っ
てきます。コーヒーを買った店以外でも提携店な
らばカップを返却できます。デポジット額はカッ

プだけで２ユーロ（約250円）、フタも付ければも
う２ユーロ必要です。つまり飲み終わってカップ
とフタを返すと約500円戻ってくるので、ほぼ
100％回収できるそうです。

ドイツではハノーファー市の他にも、独自のリ
ユースカップを導入している市があります。その
一方で、ベルリン市やローゼンハイム市などはド
イツ全土へと展開しているRe-cup（リカップ）を
採用しています。リカップのデポジット額は１ユ
ーロです。洗いながら400回使ってもまだ使える
そうです。

このリカップに影響され、マクドナルドは、イ
ギリスの一部店舗で2021年からリユースカップを
導入することにしました。購入店でなくとも、リ
ユースカップを使っている店舗であれば、カップ
を戻すとデポジットが返金されるとのこと。英マ
クドナルドは、現在ほとんどの店舗でホットにも
コールドにも紙コップを採用しています。使用後
の紙コップはプラスチック部分を取り除き、紙と
してリサイクルしていますが、リユースカップの
方が環境負荷は低いため、今後このリユースカッ
プの導入が進むことが期待されています。

買い物時に商品を入れるレジ袋が、７月から有
料になりました。日本だけでなく多くの国々で、
レジ袋は既に有料化されています。それどころか、
既に有料化していた国では「禁止」に向かって進
んでいます。なぜこれほど世界中でレジ袋が嫌わ
れるようになったのでしょうか。

レジ袋を規制する動きは、プラスチックによる
海洋汚染が話題になるよりずっと前から、日本で

も海外でもありました。規制理由は国や地域ごと
に異なります。

たとえば、イタリアでは50枚ものレジ袋を飲み
込んでいたクジラの死骸が海岸に打ち上げられた
のを機に、1989年から有料化（課税）されました。
しかし、一時的には減ったもののまた増加したた
め、2011年からは生分解性プラスチックを除き配
布を禁止しました。

欧州では国ごとにレジ袋削減に取り組むケース
も見られますが、EUとしても海洋環境を守るた
め、また循環経済に向けたプラスチック政策とし

Ⅲ．規制が必要な使い捨て製品

１．レジ袋はなぜ有料化する
必要があったのか 
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て、レジ袋削減に取り組んでいます。EUは2015
年に包装指令を改正し、加盟するすべての国が19
年末までに１人当たり年間90枚、25年までに40枚
へと段階的に削減するか、あるいは18年末までに
有料化することを決めました。

アジアやアフリカでもレジ袋を規制する動きが
早くから見られました。たとえば、バングラデシ
ュでは2002年から、アフリカのルワンダでは08年
からレジ袋を禁止しています。使い捨て製品の使
用を94年から規制している韓国では、レジ袋を02
年から有料化しました。19年からは大型スーパー
での配布を禁止しています。また、中国は08年か
らレジ袋を有料化していましたが、今年末までに
大都市で禁止、２年後の22年末までには全土で禁
止する計画です。

日本では地域の消費者団体が、スーパーがレジ
袋を採用した70年代から、ごみ減量や資源の節約
を目的に「買い物かご持参運動」を開始しました。
消費者団体によるレジ袋削減運動は徐々に活発化
しましたが、市民による啓発運動では効果が限定
的であるため、次第に自治体も乗り出しました。
自治体のレジ袋削減目的はごみ減量のほかに、
2000年頃からは地球温暖化防止（CO２削減）も
加わっています。さらに2018年以降は、レジ袋削
減を川や海のプラスチック汚染対策と捉える自治
体も現れました。

日本が法律でレジ袋を規制しようとしたのは、
2005年から06年にかけて議論された容リ法改正の
検討の場です。そこで、有料化の義務化について
検討されましたが、コンビニ業界と百貨店業界の
強い反対で見送られました。しかし、小売用途の
容器包装を50トン以上使用する事業者には使用量
などを報告する定期報告義務が課せられたため、
07年以降はレジ袋削減に協力的なスーパーが増え
ました。しかし、大手スーパーの有料化は進みま
したが、コンビニなどは有料化しようとはしませ
んでした。

国がようやく法律でレジ袋有料化の義務化を決

めたのは、2019年５月に策定された「プラスチッ
ク資源循環戦略」の中にレジ袋有料化が目玉戦略
として盛り込まれたためです。同戦略が策定され
たきっかけは、18年６月にカナダで開かれたシャ
ルルボワ・サミットでした。

サミットでは、プラスチックによる海洋汚染へ
の対策を各国に促すため、「海洋プラスチック憲
章」が採択されました。しかし、日本とアメリカ
は憲章への署名を拒否したのです。そのため、日
本は国内外から厳しい批判にさらされました。批
判をかわすため、日本政府は急きょ、同憲章に匹
敵するような「プラスチック資源循環戦略」を策
定することにしました。19年６月に大阪で開催さ
れるG20サミットの議長国としての立場上、各国
の前で海洋環境に取り組む姿勢をアピールする必
要もあったためです。

しかし、すべての小売店でレジ袋を無料で配る
ことは禁じられましたが、１円以上であれば店が
値段を自由に決めてよいことになりました。しか
も、一定の環境性能が認められるものは、無料で
配布してもよいという「例外規定」が設けられま
した。例外規定は以下の３つです。　
①　厚さが0.05ミリ以上の袋（くり返し使うこと

ができるため）
②　海洋生分解性プラスチックを100％配合した

袋（海ごみになりにくいため）
③　植物など生物由来のバイオマス素材を25％以

上配合したバイオマスプラスチックの袋（地
球温暖化への影響が少ないため）
国連環境計画は、日本の有料化開始に先立ち

「使い捨てレジ袋とその代替品」という報告書を
公表しました。それによると、バイオマスプラス
チックや生分解性プラスチックの袋は、地球温暖
化などの面で弊害が大きく、環境負荷の軽減効果
が低いというのです。デンプンなどからつくる場
合、埋め立てると温室効果の高いメタンガスを発
生することなどが理由です。厚めのレジ袋につい
ても、「同じ素材で重量が２倍のレジ袋は、環境
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へのインパクトも２倍だ」と警告しています。日
本のレジ袋例外規定を直接批判したものではあり
ませんが、安易に代替品を進めることに注意を呼
びかけるものでした。

例外規定を利用して無料配布を継続する企業は
一部に見られましたが、おおむね有料化は順調に
開始されました。有料化が始まってからコンビニ
などでは７割以上の人がレジ袋を断るようになっ
たとのこと。有料化の成果といえるでしょう。し
かし、この例外規定のせいで、本来の主旨であっ
たはずの「使い捨てプラスチック削減」がぼやけ
てしまい、何のための有料化かわかりにくくなっ
たことは確かです。

●レジ袋の環境負荷
レジ袋は近年、これまで考えられていた以上に

環境負荷の高い製品であることが判明していま
す。たとえば、沿岸部でよく見られるエビに似た
甲殻類の一種は、１枚のレジ袋を175万個ものマ
イクロプラスチックにすることが、イギリスのプ
リマス大学の海洋観測所の実験でわかりました。
たった１枚のレジ袋が、紫外線や波の影響だけで
なく、生物によっても膨大な量の破片になって、
海や陸を汚染するということです。

また、ハワイ大学の研究では、レジ袋などに使
われるポリエチレンは、劣化すると強力な温室効
果ガスであるメタンやエチレンを多く放出するこ
とも判明しています。メタンガスは、CO２の25
倍も温室効果が高いといわれており、環境中に出
てしまったレジ袋は私たちが気付かないうちに想
像以上に地球温暖化を促進していたのです。

量的にはプラスチックごみ全体の２〜３％程度
しかないレジ袋ですが、風で飛ばされ知らないう
ちに環境中に漏れ出してしまうことも多いので、
今後、もしレジ袋辞退率が下がるようなことにな
れば、レジ袋の値段を全国で統一して引き上げる
ことも検討すべきでしょう。

ペットボトルは便利なものですが、私たちはあ
まりにも気軽に使い過ぎてしまいました。プラス
チックによる環境汚染防止の見地からも地球温暖
化防止の見地からも、ペットボトルは早急に減ら
す必要があります。とはいっても、全面禁止など
というのはあまり現実的ではないので、必要性の
低いケースでの使用は早急になくし、どうしても
使う分はデポジット制度（保証金を上乗せして販
売し、容器返却時に保証金を返金する制度）など
で完全に回収すべきでしょう。各国の脱プラのう
ねりもその方向で進んでいます。

たとえば、インド・マハラシュトラ州は200ミ
リリットル未満のペットボトルを禁止しました。
販売される分は生産者責任によるデポジット制度
で回収されます。

また、フランスでは2030年までにペットボトル
などプラスチック製飲料ボトルを50％削減する目
標の設定と、22年からの公共施設での給水器の設
置を義務付けました。また、ダノンは19年末に
200ミリリットルのエビアン（ミネラルウォータ
ーブランド）のミニボトルの製造中止を発表しま
した。プラスチックの無駄であるとして、フラン
スで「ミニボトルやめろ」の署名運動が起きたこ
とが理由です。しかし日本では、伊藤園が220ミ
リリットルのエビアンをまだ販売しています。

日本の場合、2018年度のペットボトル販売本数
は252億本（PETボトルリサイクル推進協議会）
で、「脱プラ」といいながらも、ペットボトルの
販売本数は17年度（236億本）に比べ、約７％も
増加してしまいました。しかし、歩みは遅いもの
の「脱プラ」の流れは日本でも少しずつペットボ
トルへ向かって進んでいます。

たとえば、神奈川県鎌倉市では、2018年10月、
「かまくらプラごみゼロ宣言」を発表し、ペット
ボトル飲料を会議等で使用しないように徹底しま

２．ペットボトルも「脱プラ」の
ターゲットに　
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した。さらに庁舎の自動販売機（自販機）や他の
市関連施設の自販機からもペットボトルを撤去し
ました。庁舎の売店にもペットボトル飲料は置か
ず、近くにマイカップ対応の自販機を設置しまし
た。自販機でマイカップを使用すると、紙コップ
を使うよりも10円安く飲める設定です。

また、京都府亀岡市は2018年12月、「かめおか
プラスチックごみゼロ宣言」を発表。会議でのペ
ットボトル飲料の提供を取りやめました。2030年
までに使い捨てプラスチックごみをゼロとする目
標を掲げ、21年１月から日本で初めて市内小売店
でのレジ袋の提供を禁止します。

埼玉県所沢市や越谷市、大阪府・大阪市、東京
都、三重県なども「脱ペットボトル」の動きを鮮
明にしています。プラごみ削減宣言やプラスチッ
ク・スマート宣言で、会議でのペットボトル提供
の廃止や使用の自粛を打ち出しました。

また、さいたま市や所沢市のように、公共施設
内にマイボトル専用のウォーターサーバーを設置
し、誰でも無料で水筒に水を補給できるようにし
た自治体も多くあります。また、京都市ではGPS
を活用した「マイボトル推奨店・給水スポット情
報マップ」を公開しています。タンブラーや水筒
を利用できる店や、マイボトルに給水できる給水
スポットまでの行き方が検索できます。このよう
な自治体による脱ペットボトル化の取組は具体的
で、急速に広がっています。

日本で１リットル未満のペットボトル入り飲料
の販売が解禁されたのは96年のことです。それよ
り前の時代に、ペットボトルがなく不便だったと
いう記憶はありません。そうであれば、１リット
ル未満のペットボトルを規制するのはそれほど難
しいことではないはずです。

日本でも海外でも、日常生活に深く入り込んで
いるペットボトルを今すぐに禁止するのはかなり
厳しいことは確かでしょう。なくなってもさほど
困らない小型を禁止した上で、使用した分はデポ
ジット制度などにより100％の回収を目指すこと

が、今最も現実的な選択肢ではないかと思われま
す。

なお、デポジット制度をペットボトルなど飲料
容器の自治体収集と並行して実施している国もあ
ります。たとえば、カナダ・ノバスコシア州は、
ペットボトルや飲料缶、びん、紙パック、ボック
スワインのプラスチック袋などがデポジット制度
の対象です。住民は、回収施設まで行き容器を返
却してデポジットを取り戻すこともできますが、
それが面倒な住民は飲料容器を他の資源ごみと一
緒に自治体収集に出します。自治体はそれを集め、
飲料容器だけを抜き出し、デポジットと交換しま
す。デポジットは自治体の収集費用に充当されま
す。

自治体の分別収集が既に進んでいる国でデポジ
ット制度を導入する場合は、このようなやり方も
よい方法だと思われます。蛇足ですが、同州では
新聞古紙も自治体が集め、回収にかかった費用を
州政府に報告します。州政府は各自治体の平均値
を割り出し、金額を新聞販売店に報告し、払わせ
ます。そうすることで、自治体は新聞回収にかか
った費用を取り戻すことができます。

EUのプラスチックごみ対策は、もはや環境政
策の域を超え、経済政策として考えられています。
そのため、使い捨てプラスチックを積極的に禁止
し、できるだけごみを減らし、資源を循環させる
ことで、利益を生み出す仕組みに根本から変えよ
うとしています。つまり、製品の原料調達から、
製造、配送、販売までの全体の一連の流れの輪を
閉じることで、サプライチェーン全体を循環させ
るのです。それが「循環型経済（サーキュラーエ
コノミー）」です。

そのため、リサイクルしてもたいして良い資源
にならないようなものや、有害物質がリサイクル

３．循環型経済（サーキュラー・エコ
ノミー）と拡大生産者責任
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後も残ってしまうような添加剤などは禁止しま
す。製品を長く使うための修理しやすい設計や、
リサイクルしやすい製品づくりを進めることで、
資源をフル活用するほか、レンタルやリースによ
って製品の活用率を高めることも重要だと考えら
れています。これらによって、長持ちする製品を
作るメーカーほど儲かるようにするのです。

この考えの根底には「拡大生産者責任」の考え
があります。生産者が製品作りの段階から、使用
済み製品を回収し、新しい製品にリサイクルする
ところまで責任を持つことで、生産者はできるだ
け長持ちし、リサイクルしやすい製品作りを目指
すようになります。

しかし、日本の場合、一番お金のかかる回収費
用を自治体が負担しているため、生産者には「長
持ちする製品作りをしよう」、「修理しよう」とい
うインセンティブが働きません。卑近な例ですが、
先日私のプロジェクターの電源が突然入らなくな
りました。メーカーに問い合わせたところ、部品
がないため修理できないとのことで、新しい製品

への買い換えを進められました。10万円以上する
製品が10年未満で、修理できないとあっさり告げ
られるような事態になるのは、修理するよりも新
品を売る方がメーカーが儲かるためでしょう。
EUではそれを経済の仕組みを見直すことで、変
えようとしているのです。

日本の近年の環境政策は、海外とどんどん乖離
しています。日本の会社がいつまでも「大量生
産・大量消費」をすることで利益を得ようと思っ
ていると、やがて海外から相手にされなくなりま
す。日本に進出する海外企業は、自国では生産者
責任を果たしても、日本では果たさないでしょう。

「安かろう悪かろう」の製品作りが助長される可
能性があります。

私たちにできることは、使い捨てのものはでき
るだけ使わないことのほかに、リサイクルできな
いものも極力買わない・使わないこと、買う必要
がある時は再生品を選ぶことなどです。そして、
国に対しては、拡大生産者責任を徹底すべきだと、
強く訴えていくことでしょう。

表１　各国の主な使い捨てプラスチック削減対策
主な目標・規制内容

2030年までに使い捨てプラを累積で25％排出抑制。2020年７月からレジ袋有料化
2021年までに皿、コップ、綿棒などの使い捨てプラや発泡スチロール容器、酸化型生分解性プラ禁止。ペットボトル
はデポジット制度などで90%回収を義務付け
2020年から使い捨てプラカップ、グラス、皿を販売禁止。21年から発泡スチロール容器禁止。22年からプラ製ティー
バッグや野菜・果物の包装、ファストフード店のおまけのおもちゃを禁止。2040年までに使い捨てプラ全廃。レジ袋
は既に禁止。ペットボトルは2030年までに使用量半減を目指す。2025年から洗濯機にマイクロファイバーを除去す
るフィルターの設置を義務化
2020年からプラ製綿棒やストローを禁止。42年までに不要なプラスチックをすべてなくす。レジ袋は既に有料化。
ペットボトルはデポジット制度で回収予定
2022年までに使い捨てプラ製品を廃止。現在ほとんどの州が何らかのプラスチック規制を導入。例えばマハラシュト
ラ州は200mL未満のペットボトルを禁止、他はデポジット制で回収
使い捨てプラ製品を2030年までに全面禁止。ストローは既に店内提供禁止。レジ袋は既に有料化
2027年までに使い捨てプラ製品をゼロに。使い捨てカップの店内使用や大型スーパーなどのレジ袋提供は既に禁
止。コンビニのレジ袋は22年から禁止（現在は有料）
2025年末までにプラごみを70％削減。2019年5月時点で15都市がレジ袋禁止の条例・市長令を公布
使い捨てプラゼロに向けたロードマップ(2018-2030年)を発表。レジ袋は原則禁止、使用分は課税
2022年までにレジ袋や食品容器、使い捨てカップやストローの廃止を計画
早ければ2021年にも使い捨てプラ禁止。ペットボトルは既にほぼ全州でデポジット制度で回収
2019年7月からすべての小売業者はレジ袋禁止。違反者には罰金最大10万NZ$(約725万円)

日本

欧州連合

フランス

イギリス

インド

台湾

韓国

インドネシア
マレーシア
タイ
カナダ

ニュージーランド



40

はじめに
昨年末に自治研の講座で報告する機会をいただ

きました井上です。その後も変わらず、民間の居
宅介護支援事業所で在宅のケアマネジャーとして
働いています。今回、ご依頼を受けまして新型コ
ロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）に介護
現場がどのように向き合い、付き合っているのか
について報告させていただければと存じます。

新型コロナウイルス感染症の流行が巷で話題に
なり始めた頃から、いろいろと仕事が不自由にな
ってきた感覚は強くなっていきました。使いすて
のマスクや消毒用アルコールなどは全く手に入ら
ない状況になりましたが、「無いという理由でし
ない・できない」とはなりません。会社もかなり
手を尽くしたようですが、介護現場だからと優先
して手に入るような状況にありませんでした。私
もいちばんマスクが手に入らなかった頃は、自作
マスク（手ぬぐいにヘアゴム）を着けて仕事をし
ていました。その前後には手ぬぐいとヘアゴム
（ズボンで使うゴム紐も）すら店頭で見かけなく
なりました。
７月下旬に「アベノマスク配布８千万枚」が話

題になり、多くの批判の声があがりました。実は
３月初旬の事務連絡（「新型コロナに関する緊急
対応策　第２弾」）で、介護施設や障害者施設、
保育所、学校休業にともなう放課後児童クラブな

どに、２千万枚の布マスクを国が一括購入して配
布することが周知されていました。私たちの仕事
の関係では、在宅の介護保険利用者に対し、２月
の介護保険の利用状況に応じて地域包括支援セン
ターや居宅介護支援事業所に送付するというもの
で、在宅の利用者へは私たち在宅のケアマネジャ
ーが配らなければなりません。ところが、実際に
事業所に届いたのは４月下旬以降でした。一部で
は使い捨てマスクの流通も始まり、ちょうど郵送
の各世帯にアベノマスクが配られ始めた頃です。
まだ郵送される前だったので訪問すると、「それ
が噂のアベノマスクかい？」その話題になり、ヘ
ンなところで訪問を和ませてくれる副産物があり
ました。
そして、希望者のみに配られるという話だった

第２弾のアベノマスクですが、どのような経緯か
は分かりませんが、現場レベルでは希望した覚え
がないのに段ボールで厚労省から送り付けられて
きました。また、ほとんど連絡もないまま委託を
受けている要支援者に配ってほしいと、一人当た
り２枚を事業所に一方的に送り付けてくる地域包
括支援センターもある始末です。

４月７日に緊急事態宣言が出されることになり
ましたが、その前段から利用者に影響が表れ、現
場は振り回されていました。

 

　  

 

　

　  

　  

寄稿

介護の現場は、新型コロナウイルス感染症と
どう接してきたのか

介護支援専門員　井上 尚志

アベノマスク狂騒曲１

緊急事態宣言下の
介護現場はどうだったのか

２
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◎デイサービス
新型コロナウイルスを理由にした利用回避が増

加していました。特に要支援の方に多い状況。大
きな認知症もなくテレビなどを観て心配となっ
た。家族に「行かない方が」と言われてというケ
ースが多い様子でした。
一般的にデイサービスは１ヶ月～３ヶ月で再開

が明らかであれば利用の枠は残しておいてもらえ
ますが、今回のケースでは終息がわからないなか
で枠を残すことは新規の受け入れができないとい
うことにつながるので、休止ではなく解約せざる
をえないと話す事業所もありました。とはいって
も穴が開いたその枠がすぐに埋められるわけでは
無いので、かなりダメージを受けてきているとも
話がありました。
一方では生き残りと利益確保に動き出すデイサ

ービスもありました。３月いっぱいまでがんばっ
て外出を続けていた、あるデイサービス(定員20
名)では、緊急事態宣言の内容によっては受け入
れ人数の上限を10人に絞っての対応の検討をはじ
めていました。とはいっても優先して受け入れる
のは独居の方。利用できない部分については、同
社のヘルパーもしくはデイサービス職員が訪問し
て、入浴などの支援を行う方向で考えているとい
う話でした。厳しいなかでの苦肉の対応をしつつ
も、なんとか運営を続ける方法を模索している様
子でした。
また、あるデイサービスの責任者からは「子ど

もがいて学校が休み。土日とかにどこかに連れて
行ってほしいと言われるがそれはしてあげられな
い。万が一、私が発生源で利用者さんに拡散でも
したら大変。デイサービスが再開できなくなって
しまう。子どもに申し訳ないと思うが、私にもス
トレスになっている」と話していました。
◎訪問看護
状況によっては訪問回数の調整（減らす）など

の対応を検討しているという話でした。
◎施設系（特別養護老人ホームなど）

入所の新規申し込みはできましたが、見学はで
きないケースがほとんどでした。見学もしないで
大事な親を預けられないと話す家族の声も聞かれ
ました。２月から一切外出ができず、ボランティ
アの受け入れも中止。家族の面会も禁止の対応で
した。もともと変化を持たせることが難しいだけ
に、内部のレクリエーションだけでは限界もある
のではないかとも感じました。
各事業所では様々な対応（職員の検温、利用者

の自宅での検温、送迎車や施設の換気・消毒）を
していましたが、いずれにしても限界があります。
医療崩壊ばかりに目がいっているように見えまし
たが、介護崩壊もギリギリのところだと感じられ
ました。職員のストレスも相当なものになってい
る（仕事のストレスの発散の場が制限されてい
る:虐待につながる可能性も否定できない）状況
でした。
◎ある事業所で発生すれば、当然営業は休止。
感染の疑いありとなれば利用できない利用者も

出てきます。他事業所へ振り分けるにしても、最
低２週間は受け入れてもらえないことになりま
す。その間の生活はどう支えるのか？
言い出したらキリがないでしょうが、行政や地

域包括支援センターが動くとは考えにくく、最終
的にはケアマネがすべて被ることになるのではな
いだろうか？といったような動きが緊急事態宣言
前から出されていました。

そして緊急事態宣言が出されるとそれらの動き
は現実的になってきました。「緊急事態宣言」が
出されて一夜明けて、早々と通所系サービスを中
心に対応の連絡が入ってきました。
概ね共通しているのは「三密」回避に向けての

対応でした。
パターンとしては①利用時間を変更せず受け入

れ人数を減らす：例）１日40人で7時間利用を、
20人７時間利用②一日の受け入れ人数は減らさな
いが利用時間を短縮する：例）１日40人で7時間
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利用を、20人ずつ3.5時間利用。といった具合に
大別されている様子。さらに、食事提供に時間差
を設けて間隔を確保する。訪問系サービスで補う
事業もありました。
また、当面の利用意向の確認をするデイサービ

スや発熱時には２週間程度の利用待機の依頼。今
までなかった、持参しなかった場合のマスク代の
実費請求（１枚55円）。などの連絡が来ていまし
た。
あるデイサービスでは、職員３人が体調不良を

訴えているために向こう１カ月をめどにデイサー
ビスを休止するという連絡もありました。
訪問系では生活援助を中心にサービスの調整を

検討している事業所もある状況でした。
あらかじめ準備できているところは、いわゆる

大手～中規模の事業所や経営者が切れ者の事業所
に限られ、場当たり的に対応に追われざるを得な
い事業所も多くありました。
事業継続に対して補助金が出るというニュース

も出ていたことや、利用者の生活を支えなければ
ならい使命感、さらに経営の視点も相まって対応
が二転三転しながらサービス継続に向けた努力
が、さまざまな犠牲の上で進められていきました。
実際に私の利用者でも「緊急事態宣言」を理由に
５月６日までデイサービスを休むと宣言された方
もいらっしゃいます。
その後は介護事業の現場ではじわじわと事業の

縮小が進み、真綿で首を絞められる状態が続いて
いました。特に特別養護老人ホームの空床（空き
ベッド）利用のショートステイについて、要は外
からウイルスを持ち込ませないという方針で新規
受け入れの停止も始まりました。今使っていても、
いったん退所（帰宅）したら次回の予約があって
も受け入れないという対応を取らざるを得ない状
況で、この流れが拡大していくと、ショートステ
イ専門の事業所に人が殺到する可能性が否定でき
ず、かなりの不安を感じました。
このころから本格的に、居宅介護支援事業所を

中心に「テレワーク」や「交代勤務」が実行され
ていきました。
一方で家族たちも大変な状況に置かれていまし

た。移動制限があるため年初に訪問して以降、一
度も訪問することができずに不安を抱えていまし
た。また、家族たちの働きようも大きく変化して
おり、今まで通りに援助ができない面なども出て
きていました。
ここでは、家族たちの働きようの一部を紹介し

ます
学校の先生方も４月下旬からテレワークが始ま

るとの話でした。ただ本来4月は健康診断等々、
法令で決まっていることや年間行事の予定など多
忙な時期。一切先が読めないのでこの先どう学校
が運営されていくのかわからないとのことでし
た。
某大手スーパーの服飾売り場勤務の方は、緊急

事態宣言発令後に売り場が閉鎖されたが数日で再
開になった。会社が言うには「学校が休みで買い
に来る人もいるから」とのことでした。でも実際
は食品売り場があまりにも混みすぎて手が足らな
いので、レジや品出しの手伝いに回っていると話
されていました。

地域では感染者も出てきます。訪問していると
きに話を聞くのですが、とにかく驚愕したのは、
地域での話しの広まりようの速さと情報の正確さ
です。行政の発表する情報以上に個人が特定され
て行動までも詳らかになり、どこでもらってきた
という具体的な話まで街中に広まります。
地域のあるスーパーでは、近所に住んでいる人

の感染がわかり、だれも来なくなったそうで、何
も知らずに利用者の買い物に行ったヘルパーがび
っくりしたといった話もあり、たくさんの人がふ
り回されている様子が伝わってきます。その後の

地域での感染者の発生と
流布される噂とデマ

３



43

埼玉自治研　No.56　2020.10

話しでは、最初の感染者が出た家には石まで投げ
られたそうで、戦時中に非国民とされた家に石が
投げられたことと重なり、非科学的なことがいま
もくり返されるのかと困惑しました。
また様々なデマも流れていて「感染された方が

かかりつけで行っていたクリニックの先生が感染
した」「クルーズ船の感染者が極秘で入院してい
る」などというのもまことしかやかに流れていま
した。

都内にお住いの家族から聞く話はそれ以上で、
グループLINEを通じて真偽も定かではない知り
たくない情報も一方的に送られてくる。新型コロ
ナの軽度者宿泊先に指定されたホテルの近隣のス
ーパーやコンビニエンスストアには誰も行かなく
なったなど、都会ゆえのピリピリさに疲れてしま
うと話をされていたのが印象的でした。
その背景にあるものは、どこの病院が新型コロ

ナに対応しているかということや行政などの対応
が周知されておらず、大きな病院であればどこで
も受け入れられるといった認識と漠然たる不安と
恐怖を多くの市民が持っていることではないかと
感じています。

私の担当エリアの４自治体では対応がふたつに
割れていました。介護保険上の施設などの管轄は
基本的に都道府県や政令指定都市、中核市が行う
ことになるのですが、地域密着型のサービスや居
宅介護支援事業所については市町村になります。
私の勤務する事業所については、営業エリアが近
隣の３市３町にわたり、私が担当している方が在
住しているのが３市１町になります。
ケアマネジャーには毎月一度のモニタリング訪

問が義務づけられていますが、そのうち２市につ
いては緊急事態宣言の発令にあわせて「新型コロ
ナの拡大防止の観点から、モニタリング訪問は電
話等での対応も特例で認める」という方針を取り

ました。しかし、いちばん利用者の多い地元の市
では一切そんなことはなく、問い合わせをしても
「行かなくてもよい」という返事はありません。
「利用者の強い拒否があった場合には別」といっ
たあいまいな対応に終始しました。

また、介護サービスの利用打ち合わせを行う
「サービス担当者会議」もなるべく集まらずに、
電話・メール・FAXによる照会で良い(現段階で
も対応の主流)というところと、通常どおりとの
対応にも分かれていました。

知り合いのケアマネ（関東の他県）からは、
「まだ訪問なんかして担当者会議もやっている
の？」とあきれられる始末でした。　
その一方で会社は、緊急事態宣言に合わせて原

則「訪問の見合わせ」を決めましたが、自治体に
よって対応が違うことから運営基準違反になって
しまうことへの恐れもあり、事業所ごとの対応と
なりました。私の勤務する事業所では、ほぼ通常
の業務をつづけていくことになりました。それで
も感染予防のために研修や会議の自粛にとどまら
ず、集まりや外食、飲み会といったことにも制限
がかかり、連日、家と職場を往復するだけの生活
がつづくことになりました。
それでも業務はほぼ通常通り。学校が休みにな

った子どもへも対応しながら働かざるを得ない人
もいます。場合によっては退職せざるをえない人
もでる可能性もありました。
それに対し、会社はかなりの待遇を示してきま

した。緊急事態宣言の対象期間に勤務する職員に
は、正社員なら１日３千円、時給社員なら１時間
375円（１日３千円が上限）の危険手当に準ずる
手当の支給、感染したり濃厚接触者となった場合
の特別有給休暇制度の創設、学校の休校にともな
う短時間勤務の柔軟運用や面倒を見てもらうため
に祖父母等呼び寄せた場合の交通費の支給などで
す。マンパワー抜きにこの仕事は成立しません。
会社も労働力確保に必死だったのです。
そんな中、ストレスのたまる毎日でした。新型

私の職場での動きなど４
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コロナ対策として、検温だ、消毒だとチェックが
きびしく行われます（いまもつづいている）。体
温計やマスク、消毒用の薬品が手に入らない家族
への相談対応などに苦心していましたが、お世話
になっているサービス提供事業者の方々の心労は
それ以上のものでした。
私自身は単身ですが、家でテレビを見れば朝の

５時からずっとひたすら新型コロナのニュースば
かり。休みの日でも心が休まることはなく、「コ
ロナ鬱」を実感することもありました。

コロナといかに付き合っていくかがあちこちで
強調されていますが、いまでさえ職員も利用者も

参っています。
マスクをつけてのこの夏場の勤務は心身に相当

な負担で、マスクを着けたままでの入浴介助など
はその筆頭です。
利用者が楽しみにしている外出や訪問してくれ

るボランティア団体もなく、体調を崩して入院し
ようものならだれとも面会できません。それを知
っているがゆえに入院を断る方もいます。
また、地域や自治会でのサークル活動が一斉に

見合わせになった影響で、「軽度」とされる事業
対象者や要支援の方のインフォーマルサービスが
ほとんど停止になり（朝のラジオ体操すら休止に
したところもあった）いまだ再開に至っていない
サービスもあります。これらのことから状態の悪
化という事態も見受けられます。

withコロナ５

６月に入って国から急に出された「新型コロナ
に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的
な取扱いについて」では、利用者にさらなる負担
を求める内容で、それぞれの事業所を混乱に陥れ
ています。この間も人員基準を中心とした「臨時
的な取扱い」の乱発により、なにがどうなってい
るのかつかみきれないまま、サービスの提供はつ
づきます。いまのところ近隣事業所の閉鎖はみら

れませんが、今後、小規模事業者を中心に廃業と
いったことも考えられます。
政府の補正予算で介護職員への給付金の支給も

決まりましたが、ほんとうに職員一人ひとりに間
違いなく支払われるのかどうか疑問に思っている
職員もたくさんいます。この話が出る前に受給資
格を持ちながら退職した人もいますし、そもそも
雇い主に対して、そのくらいに信用がない部分も

◎ある軽度の方の緊急事態宣言前後のスケジュールの変化

このように、何もすることが無くなってしまう方も出てきてしまいました。

Ａさんの週間予定表

午　前
午　後

日曜 月曜 火曜 水曜 木曜

水彩画

金曜 土曜
体操 ヘルパー ランチ会 デイ 家族

訪問

午　前
午　後

日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
ヘルパー デイ
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あり、このお金が冬の一時金になってしまうので
はないかという声も出ています。　　
いっそうのテレワークの推進という掛け声もあ

りますが、書類の作成などは職場のパソコンの遠
隔操作ができない限りは不可能ですし、そもそも、
人に接することが基本の職種なので、いくら電話
で良いといわれても顔を見て話すことで感じ取る
ことができることもたくさんあります。むしろ仕
事として重要なことです。
猛暑の夏を何とか乗り越えたられましたが、す

でに厳寒期のインフルエンザへの心配もなされて
います。インフルエンザワクチンの効き目は５ヵ
月といわれていますが、高齢者を中心に不安に駆

られ早々と10月頭で接種を始めている方も見受け
られるほか、予約に病院に足を運ぶ人が例年より
多くみられています。
さらにこの先に、なにがあるのでしょうか。い

ったいどうなっていくのでしょうか。みんなが関
心をもっています。いずれにしても安倍政権（当
時）のマスク騒ぎなどを冷ややかに見ながら、
日々の対応と自分自身が感染源にならないために
どのように振舞うべきかという、仕事にもプライ
ベートにもストレスを抱える日々がこれからもつ
づいていくことは避けられない事実であること
は、間違いないでしょう。
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元禄
����

２年（1689）３月、俳聖
����

・松尾芭蕉
�������

は、

門人・河合曾良
� � � � �

を伴い、前途三千里に及ぶ『お

くのほそ道』の旅に踏み出し、「其
�

の日 漸
����

早加
� � �

と云
�

ふ宿
���

にたどり着
�

きにけり」と、第一日

目の感慨の中で日光街道“草加宿”への歩みを

示しました。

ところで、この“草加宿”、実はその８０年

ほど前、地域の人々によって初めて整備に着手

されたといわれています。

江戸幕府２代将軍徳川秀忠
��������

公は、鷹
��

狩りのた

め八潮
� � �

の大原
����

に出かけられることになり、宿所

は舎人
� � �

の御殿
� � �

と決められました。ところが、大

原と舎人の間は草ぼうぼうの原野や大小さまざ

まな沼沢が果てしもなく続くような土地柄でし

た。

そこで、この一帯を代官
����

する伊奈備前守
� � � � � � � �

は配

下の大川図書
�������

を呼び出して、将軍の一行が無事

に通行できるよう、大原・舎人間の道普請を命

じました。

図書は、急なことであり困惑もしましたが、

近隣の人々とともに付近の茅
��

を刈り束ね、柳の

枝を切り揃え、急いで沼地に敷き詰めました。

悪路は、すっかり見違えるほど平坦で、おだや

かな道へと生まれ変わりました。

やがて鷹狩りの当日、馬上を悠然
����

と進む秀忠

公は、周辺のあまりの変わりようにびっくりさ

れました。そして、人々が力を合わせて新道整

備を成し遂げたことを伝えると､｢それも草の

大功
����

である。これからは、ここを“草加”と名

付けよう」と仰せになりました。

また、街道ごとに荷送り・荷継ぎの制度が取

り入れられると、図書は、ここ“草加”の宰領
�����

を任され、近隣の９か村から人々を集め、改め

て宿駅整備に着手することになったというので

す（「武蔵国足立郡谷古田領草加宿由来
��������������������������

」）。

ところで、これは、細かく見ていくと史実で

はありません。しかし、街道整備から宿駅整備

へ、これは日光街道第二の宿場町となる“草加”

にとって一大画期であり、まさに黎明
����

というべ

きものとして今に語り継がれています。

  　  

草加市 草加市教育委員会　生涯学習課

29

シリーズ H i s t o r y  o f  S a i t a m a

soka

面　積／27.46㎢
市の木／マツ
市の花／キク
世帯数／119,851世帯
人　口／250,312人

令和2年9月現在

　

  

草加市

  
文政元年（1818）に著された『日光巡拝図誌』には、
草加宿の北に連なる「草加松原」が、色あざやかに描
かれています。
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さて、それから400年。この間、ここ“草加”

には、多くの文人墨客や参勤交代
��������

の大名行列、

さらに、佐幕
� � �

を唱える浪士
� � �

や勤王
����

を掲げる志士
� �

などおびただしい人々が、各時代ごとに様々な

文化や情報、思想を携えて往来しました。そし

て、その人々の「歩み」や「くつろぎ」、時に

は荒々しい「車轍馬跡
�������

」などが、ここに“街道

文化”ともいうべき独自の文化を生みだし、

芽生
� �

えさせていきました。

芭蕉と曾良は、『おくのほそ道』の旅で“草

加宿”に輝かしい足跡を残すと、そのままその

日の宿
���

となる粕壁
����

宿（春日部
� � � �

市）にまで歩みを

進めることとなりました。

ところで、今では草加市を代表する景観・草

加松原は、はたして、この時の二人の旅路を見

送っているのでしょうか。

うっそうとした松の緑がトンネルを形づく

り、「戦時中は供出
������

された車馬が敵国の飛行機

から見つからないように集められていた」とか、

「昼間でも、一人で通るのは怖かった」と、今

でも想い出を語ってくださる方のいる草加松

原。実はこの松が植えられたのは、一説では

天和
� � �

３年（1683）、綾瀬
� � �

川の改修に伴ってのこ

とだと伝えています。ただし、これも疑問の残

るところです。

寛延
����

４年（1751）、盛岡
����

藩八代藩主・南部利視
� � � � � �

公は、参勤交代を終え国元に戻るに際して、多

くの家臣を従えて江戸を旅立ちました。その中

の一人・清水秋全
��������

は、道中の風景を『増補行程記
� � � � � � � �

』

という絵図に残し、そこには、市域南端の水神
����

橋から瀬崎
� � �

の浅間
����

神社、吉笹原
������

の一里塚、そし

て草加宿の家並みが描かれています。ただし、

宿
���

の北のはずれに位置する草加松原は、絵図の

中から見出すことはできません。

記録の上で草加松原が登場するのは、それか

らほぼ40年後、寛政
����

４年（1792）のこととな

ります。史料には「松の若木1230本が植え付

けられた」ということが示されており、文化
� � �

３

年（1806）に江戸幕府によって描かれた

『日光道中分間延絵図
�����������������

』や、文化12年（1815）

の旅絵日記『日光巡拝図誌
�����������

』には、みごとなま

での松の並木が描かれるようになります。

ほかにも、市内の旧家に残る古文書や県の記

録には、その後の松並木の実態を示しており、

昭和
����

３年（1928）の『埼玉県史跡名勝天然
������������������

紀念物調査報告書
���������������

』には、「街道の東側390本、

西側388本、合わせて778本」と記録されてい

ます。　　　　　　

しかし、戦後も昭和40年代になると、日光街

道を通行する多くの自動車から吐き出されるス

モッグや振動によって松は大きなダメージを被
���

り、一時は、古木が60本程度にまでと、著しく

減少してしまいました。なおこれには、昭和51

年（1976）に誕生した「松並木保存会」が市

と協働して様々な取組を展開され、さらに関係

機関への働きかけによる日光街道上下線の西側

への完全移設と草加松原（今までの車道）の遊

歩道化が功を奏し、平成
����

23年（2011）には古

木・若木合わせて623本にまで復活させること

ができました。

元禄２年の『おくのほそ道』の旅では、「芭

蕉も曾良も眺めた」と胸を張って言うにはいさ

さかはばかられる草加松原ですが、その後の

草加人
�����

の様々な取組により、21世紀の今日では、

その常盤木
� � � �

の美しさが人々の心に大きな安らぎ

を与えてくれています。

なお、平成24年（2012）には、墨田
� � �

区押上
����

に開業した東京スカイツリーの高さ（634メー

トル）に合わせ11本の若木を補植し、634本の

松並木となりました。また、平成26年（2014）

３月18日には、「今もなお『おくのほそ道』の
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時代の雰囲気を伝える一連の風致景観であるこ

とは事実である」として、草加松原を含めた一

群（当初は12自治体13箇所。その後の追加指

定を受けて、現在は19自治体25箇所）が、「お

くのほそ道の風景地」として国の名勝に指定さ

れました。

幕末
����

の動乱を経て明治維新
� � � � � �

を迎えると、わが

国には、近代独立国家の一員としての体制整備

が求められることとなりました。そのため新政

府は、使節を先進諸国に派遣し、人や物、様々

な思想・制度の受け入れを図っていくこととな

りました。

この時代、改めて首都・東京に隣接すること

となった“草加”においても、新たな文化が

徐々に受け入れられていくこととなりました。

人々はそれを「文明開化
�������

」と呼び、やがてそれ

は庶民の生活の奥深くにまで行きわたっていく

こととなります。

中でも、「ザンギリ頭をたたいてみれば、文明

開化の音がする」と歌われたように、男性は髷
��

を切り洋服に靴などの装いが広がるなど、大き

な変化が見受けられるようになりました。また、

行灯
����

や提灯
�����

の明かりしか接してこなかった人々

にとって、ランプやガス灯は、まさに「文明開

化」を実感するほどにまぶしいものと受け止め

られたことでしょう。

さらに、旧草加宿には、「理髪業」「洋灯商」

「西洋小間物商」のほか「新聞書籍商」や「活版

師」などの営業の実態が示されています（『埼玉県
������

営業便覧
���������

』）。輸入された西洋思想に接すること

や新聞を読むこと、実用化された活版を用いて

意思を表明することなど、当時の人々には、ど

れもが事新しく映ったに違いありません。

また、俗に「陸蒸気
������

」とよばれた鉄道輸送も

登場しました。まず明治５年（1872）には、

我が国で初めて新橋
����

・横浜
����

間が開通し、さらに

明治16年（1883）には、上野
� � �

・熊谷
����

間が、明

治22年（1889）には新橋・横浜間の延長とし

て神戸
� � �

までが開通し、共に人や物資の輸送にお

いて、格段の威力を発揮することとなりました。

ただし、日光街道の沿線は、明治20年代を迎

えても、未だ鉄道の恩恵にあずかることもなく、

従来同様、人馬、あるいは綾瀬川などの河川を

活用した物資の輸送に頼るしかありませんでし

た。

そこで、明治22年（1889）６月、草加町の

高橋荘右衛門
� � � � � � � � �

・高山松蔵
��������

・大川弥惣右衛門
� � � � � � � � � �

、

谷塚
� � �

村の細井源内
�������

ほか埼玉県や東京府の名望家

が発起し、「千住馬車鉄道会社
���������������

」の設立申請が、

埼玉県及び東京府の知事に提出されました。千

住から幸手
� � �

町までの日光街道にレールを敷き、

その上に馬のひく車両を走らせようというので

す。

なお、これは、南埼玉
�������

郡や北葛飾
������

郡の各町村、

あるいは草加町などからは好意的に受け入れら

れたものの、南足立
������

郡の各町村（現在の足立区）

や谷塚村、新田
����

村などは、「もともと狭隘
�����

な国道

に馬車鉄道を敷設すれば往来
����

を危険にするだけ

  

明治28年（1895）、 旧草加宿の南端には千住馬車鉄道
のレールをまたいで日清戦争勝利記念凱旋門が設けら
れました。
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である」と反対が唱えられました。

その結果、内務大臣
�������

からの敷設免許は、明治

23年（1890）11月６日となり、その後も数度

にわたる工期延長申請などを経て、ようやく明

治26年（1893）２月、千住茶釜橋
������

から越ケ谷
� � � �

町までの運行が開始されました。まさに、松尾

芭蕉を始めとする文人たちが歩みを進めた日光

街道に、蹄
���

の音も軽やかに馬車鉄道が駆け抜け

ていくこととなったのです。

しかしながら、やがて道路や橋梁の修繕、大

量に必要となる馬匹
� � �

の餌
��

代など思いの外に経費

がかさみ、最終的には粕壁町までの延長はみた

ものの、明治30年（1897）６月には廃業届を

提出するに至りました。

なお、これを残念に思った草加町の有志は、

改めて発起して「草加馬車鉄道会社
��������������

」を設立。

それまでの「千住馬車鉄道会社」の業務の一部

を引き継ぎ、運行を開始することとしました。

しかし、これも明治32年（1899）に東武鉄道
�������

が開業し草加駅での営業が開始されると利用者

は予想以上に減少し、翌33年（1900）２月に

は解散が決議されました。明治22年の取組開始

から10年で、日光街道の馬車鉄道は「陸蒸気」

に取って代わられることになってしまいました。

江戸時代の草加市域は、武蔵国にあって、足

立郡で37村、埼玉郡で３村、都合40村から構

成されていました。なお、わずかに大名領（忍
��

藩）の飛び地や旗本
����

領、寺院領も組み入れられ

ていましたが、将軍家のお膝元にほど近いとい

うこともあって、そのほとんどが幕府の直轄領、

すなわち「天領
�����

」となりました。

しかし、慶応３年（1867）の大政奉還
��������

、さ

らに明治２年（1869）の版籍奉還
��������

により、国

土の全てが新政府の統制下に組み込まれると、

市域のほとんどは、まず「小菅
� � �

県」に編入され、

やがて全ての地域が「埼玉
����

県」の所属となりま

した。

明治21年（1888）４月、政府は地方制度の

確立を図るため、また、全国からわき上がって

きた地方自治・自由民権を求める声に応えるた

め、「町村制
�������

」を実施しました。なお、このとき

誕生したのが草加町、谷塚村、新田村、川柳
����

村、

八条
�����

村、安行
�����

村といった、現在の草加市域の基

礎となる町村であり、各町村には、改めて財産

管理権が与えられ、さらに条例・規則の制定を

認めるとともに、意思決定機関である町会・村

会と執行機関としての町長・村長を持つことと

なりました。そして、これにより埼玉県では４

１町368村が新たな自治体として歴史にその名

を刻み、近代国家の礎としての歩みを進めるこ

ととなりました。

さらに昭和20年（1945）以降、地方制度に

も様々な変化がめぐってきました。中でも昭和

28年（1953）には、国費の負担軽減と地方行

財政の基盤確立が急務とされ、そのための自治

体再編成が計画されました。

なお、これを受け草加市域にあっては、昭和

30年（1955）１月１日付けで、これも紆余曲折
�������

の後に、まず草加町を母胎として谷塚町（昭和

  

昭和８年（1933）当時の「草加松原」は未舗装の国道
で、トラックと荷車が並走する生活道路でした。
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15年〔1940〕町制施行）・新田村が合併、新

生「草加町」の誕生を見るに至りました。また、

その年の８月には川柳村全村の合併を見たもの

の、11月にはその一部が分離し越谷町へ編入す

るなど、地域住民の生活にも混乱が見受けられ

ます。さらに、昭和31年（1956）９月には八

条村の一大字
����

が、翌32年（1957）５月には安

行村の一部が草加町に編入、地域の様々な思惑

もあって、共に住民や議会を巻き込んだ「賛成」

「反対」の嵐の末、ようやくの収束を見るに至り

ました。

さて、新たな歩みを踏み出した草加町は、そ

の後昭和33年（1958）11月１日、人口３万

4878人、埼玉県で21番目に市制を施行して、

新たなまちづくりに着手することとなりました。

ただし、建設当初「東洋一」といわれた草加松

原団地の存在に代表される人口急増を受け、あ

らゆる面で基盤整備の遅れが見受けられること

となりました。特に「学校が足りない」「雨水が

はけない」「工場排水の悪臭には耐えられない」

などといった指摘が絶え間なく繰り返された時

期もあり、行政としては頭の痛いことでありま

した。しかし、時の流れに従って多くの市民の

協力のもと、行政としても様々な取組を進め、

その結果、課題は徐々に解消されることとなり

ました。

そして現在、平成の自治体再編成（全国で

1,741市区町村）を乗り切り令和
� � �

の時代を迎え

た草加市は、今まで以上に町並みの活性化や賑

わいづくり、新たな住民連携・協働を進めなが

ら、改めて「このまちに住み続けたい」「このま

ちで子どもを育てたい」「このまちを訪れたい」

と実感できる‟やさしさあふれるまち　草加”の

実現を目指していくこととなり、今まさに邁進

しているところです。

矢立橋からながめる「草加松原」。1.5キロメートルに及ぶ風致景観は「おくのほそ道の風景地の雰囲気を継承し、なお
優秀である」として、平成26年（2014）３月18日、国の名勝に指定されました。
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