
熊谷市長特別講義   

 日時：平成 22 年 5 月 20 日 14 時 50 分～15 時 45 分 

 場所：淑徳大学５号館２０１教室 

 

  

司 会：（淑徳大学 石川紀文サービスラーニングセンター事務室長） 

 大変お待たせいたしました。熊谷市長の特別講義をはじめさせていただきます。その

前に、熊谷市長についてご紹介申し上げます。 

熊谷市長は、昭和 53 年 2 月奈良県でお生まれになりまして、お父様の転勤で、千葉、

大阪、兵庫県と少年時代を送られました。 

 平成 7年 1 月 17 日、皆さん何の日か覚えていますか？ 

 当時、市長は高校生でした。平成 7 年 1 月 17 日神戸で、阪神淡路大震災に遭われて

いらっしゃいます。 

 その後、大学は早稲田大学政治経済学部を卒業されまして、ＮＴＴコミュニケーショ

ンズ株式会社に就職されました。 

 平成 19 年、29 歳の時に千葉市議会議員に初当選されまして、さらには、昨年平成 21

年 6 月千葉市長に当選されましたが、全国で一番若い市長さんでございます。 

 趣味は、登山、詩吟、歴史、バドミントン、テニス、卓球と様々な趣味をお持ちでご

ざいます。 

 それでは熊谷市長、よろしくお願いいたします。 

 

熊谷市長：みなさんこんにちは。もうちょっと大きな声で、こんにちは！ 

今、1 年生はどれくらいいらっしゃるんでしょうか。1 年生の方？大体、ほとんどで

すね。 

じゃあ、ゴールデンウィーク終わって、大学にそろそろ慣れてきて、5月病になって

いる人もいたりする頃ですよね。もう大学には慣れましたか、皆さん？ 

本当にですね、今日は淑徳大学と記念すべき協定を交わすことができたわけですけれ

ども、淑徳大学というのは、この千葉市にとって非常に重要な大学の一つです。 

特にこういう福祉部門中心にですね、これだけ多くの人材を輩出している大学という

のは、そうそうあるわけではありません。 

私たちは今、この大学、千葉市の様々な人材を輩出してくださる人たちとの連携をも

っと深めてまちづくりを活性化していきたいと思っていますし、また、学生の皆さん方

にも学ぶだけじゃなくて、実践する場をより多く提供していきたいと思っております。 

ですから、今回の協定を機に、皆さん方が何か地域と連携して自分たちの学業につな

がるものであったり、もしくは、ボランティアであったり、そういったものをやるとき

の窓口がお互い出来ますので、皆さん方ももう少しですね、さらに千葉市の中で、フィ



ールドとして活動をしやすくなると受け止めてもらえばいいかなと思っております。 

で、私に何か講義をしてくださいということでしたので、皆様方に何が話せるかなぁ

と思ったんですけれども、私は今、市長という立場ですので、まち、まちづくりという

ものがどういうものか、そして学生の皆さん方がそこにどういう関与がなしうるのかと

いうところについてですね、話をしたいと思います。 

こう偉そうに言っていますけれど、私自身がですね、皆さん方と同じように学生だっ

た時に、じゃあ、そこの大学のある地域とですね、何か密接に関わっていたかというと、

ほとんどなかったですね。私はそれについて非常に後悔をしているわけです。 

皆さん方も覚えておいていただきたいのは、当たり前の話ですけれども、大学は 4年

で終わりですね。大学っていうのは、今この瞬間しか、皆さん方学生である時期ってい

うのはないわけですよ、基本的には。 

皆さん方はまだ分からないと思いますけれども、世の中の社会とか大人っていうのは、

学生の皆さん方に無限の可能性を与えたいと本当に思っているわけです、基本的に。で

すから、皆さん方が何かをする時に、学生さんであればいろんなことを大人は許すし、

また後押しもしようと思うわけです。ですから、このわずかな期間ですよ、もう気が付

いたらおそらく卒業しちゃいます。このわずかな期間の中で、どれだけその学生という

立場、それを活用して、いろんな経験をして、いろいろな成功と失敗しているか、それ

は、60 年、80 年と人生を生きていく中で非常に重要な期間です。 

で、これは今言われてもピンと来ないかもしれない。ピンと来ないかもしれないけれ

ど、事実として、4年しかないわけです。大学院に行ったら別ですけどね。 

ですから、ぜひですね、そういう感覚で、この通っている、せっかく通っていたり、

もしくは生きてる方もいるわけですね。 

千葉市民の方ってどれくらいいますか。この中で。今千葉市民だよっていう人たち。

まぁ、3，4 割ぐらいですか。じゃあ、それだけ住んでいて、また通う人たちがいるわ

けですよね。そういう「まち」とどういう関わり合いを持ってきたか、ぜひですねやっ

ていただきたい。少なくとも、皆さん方が思っている以上に、「淑徳大学の学生なんで

す、私たち」って言えば、地域の人たちは、「あ、そうか」と「なにしたいの？」って

いうふうに好意的に返してくださる方が多いと思います。これ社会人になったらこうは

いかないですからね。もっともっと責任を求められるし、「誰だ、あんた」って話にな

ってくるわけですよ。 

ですから、そういう今、立場にいらっしゃるということを改めてですね、お感じにな

っていただきたいなと思います。 

私はですね、なんでこう、今私は 32 歳ですけれどもね、今、全国で一番若い市長で

すけれども、どうして私が、こういう市長という立場、これをやろうと思ったのかって

いうお話を、少しだけ話をしますと、さっき紹介いただいたときに、阪神大震災の話が

ありました。あれはそうそう私にとって大きなインパクト与えたわけですけれども、皆



さん方にまずお聞きしたいのは、政治って言って、うーんちょっとなんか遠い世界だな

と思う方はどれくらいいらっしゃいますか。 

おっ、みんな身近に感じます？ 

あ、遠いと。遠いと思う？ 

はい、では結構身近ですよ、と身近に感じますね、っていう人はどれくらいいます？ 

おっ、いいですね。結構身近に感じる？ 

今、何歳？ 

 

学生「二十歳です」 

 

二十歳、投票に行ったことは？ 

 

学生「あります」 

 

ほう、それはなるほどなるほど。有望な彼ですね。 

私が思うのは、皆さん方も政治に普段接するときに、テレビで見る機会が多いんじゃ

ないですかね、新聞とか。政治って言えば国政、今、普天間の問題が言われていますけ

れどね。外交だ、安保だ、いろんな税だナントカだって言って、どっちかっていうと、

政治っていったら遠い世界って思う人たちがまだこの国には多いわけですね。 

ただですね、私が思うのは、政治っていうのは決して特別な世界でもないし芸能界で

もないわけです。簡単に言ってみれば自治の延長線上ですね。自治っていうのは、自ら

治めると書くわけですね。自らのことを自らが決める。で、自ら決める代わりに、自ら

が決める代わりリーダーを選んでその人に任せる、というのが基本的に自治であり、民

主主義の考え方なわけですけれども。 

そういうことを考えると、自分たちのことなわけですよ、結局政治っていうのは。自

治の延長線上が、町内会自治会かもしれないし、学生自治かもしれないし、その先の延

長に政治っていうのはあるわけですね。だから決して、遠い世界じゃないんですけれど

も、そうは言ったって遠いでしょう。普天間とか言われて、じゃぁ普天間でね、普天間

問題。なんかこう私も意見があるという人どれくらいいます？普天間問題。 

ちょっと何のことかわかんないって人どれくらいいます？いるでしょ、やっぱり。だ

からそういうものだけが政治じゃないってことを伝えたい訳ですね。 

私は、阪神大震災に被災したときに、はっきりとやっぱり感じたのは、どういうまち

づくりをやっているか。それから、どういう地域組織があるかどうかで、死んで行く人

の数が決定的に変わるわけですよ。生き埋めになってそのあと助けなきゃいけないって

なった時に、地域の人たちがしっかり組織化されているところは、いろいろな消防団と

かが最初からあったりして、そこに着実に救いの手がすぐに来て、生き埋めの人は助け



られたわけですね。 

そうじゃなくて、消防団もない、そういうようなもしくは地域のまとまりがない地域

っていうのは、目の前に生き埋めの人がいても助ける人達が全然来なくて、結果的に手

遅れになって死んでいっちゃうわけですよ。 

それから、地震が起こった後、例えば避難生活をやっていく時にも、当然山のように

救助物資っていうのは来た訳ですよ。山積みされているわけです。おにぎりだって毛布

だって何だってあるわけです。ただ、それをその地域の人たちに、集積、集まっている、

集めている場所から持って帰ってもらわなければならないわけですね。その時に、その

連絡を各地域自治会間でやるわけですよ。自治会がちゃんと機能しているところは、速

やかに取りに来て速やかに地域の人たちに配るわけですね。そうじゃなくて、そういう

自治会地域のつながりがしっかりしてないってところはいつまでたっても取りに来な

いわけですよ。そして腐っていっちゃう。地域の人たちはそんなこと知らなくて、市、

行政が救助物資を配っていることすら知らなくて、困っちゃうっていう人たちもたくさ

ん出るわけです。 

そういう形で、実際に被災をしてみると、いかに私たちのまち、生きている場所が当

たり前じゃなくて、ちゃんといろんな人たちが裏で活動していて成り立っているんだっ

ていうことを痛いほど感じるわけです。 

たとえば、大震災の時に何が起きたかっていうと、たとえば昔まだあの電話ボックス

ね、電話ボックスあって、テレホンカードとお金入れて電話ボックスがまだいっぱいあ

ったわけですよ。まだあの頃携帯なんか流行ってないからっていうかなかったから。 

そうすると、どうなるかっていうと、阪神大震災の後、バンバンつぶされているわけ

です。お金ね、中に入っているお金を全部持ちだすためにバンバンやっているわけです。 

皆さん方は今、安全な日本に生きていますけれども、いざそういう大震災が起きて非

常事態になると、暴徒化する人たちだって現れかねないってことなんですね。そういう

私たちが、当たり前だと思って生きているものは、絶対に必ずいろんな組織が維持して

いて成り立っているということが、はっきりわかるわけですよ。 

だから、たとえば自分の皆さんの住んでいる街の家の目の前、「どぶ」がありますよ

ね。雨降ったら水浸しにならないのは、ちゃんと「どぶ」があって、そこから水が流れ

出る仕組みがちゃんと構築されていたり、毎年そこに建設の税金が投入されていたり、

メンテナンスのお金があるから大雨が降っても基本的には、皆さんの街って水浸しにな

らないわけですよ。 

昔の人たちは、水たまりになっていましたよね。それをずっと整備してきているから

皆さん方私たちは、若い人たちは、そんなの水浸しになるわけないと思うわけですけれ

ども。昔はそういうふうに雨降ったらもう水浸しになっていたわけですよ。 

そして、そういう「どぶ」を掃除している人も必ずいるわけですよね。誰かが「どぶ」

を掃除しているから、いざ大雨が降った時にそこは「どぶ」として機能しているわけで



す。  

そういうまぁ、皆さん方にとっては当たり前だろうと思うかもしれないけれども、そ

ういう当たり前の事が隅々までいって、この、まちっていうのは動いているわけです。 

私は、阪神大震災に被災した時に、政治っていうのは、地方政治の方が実は大事なん

だ、自分たちの生活に身近なんだと、ゴミを出して回収するもの市がやっているわけで

すね。 

さっき言った「どぶ」掃除をやっているのも市がやっているんですよ。公園を整備し

ているのも市、何もかも自分たちの身近な生活に関わることは、みんなだいたい市がや

っているわけですね。 

でも、残念ながら、市の行政って市の政治って、身近じゃないわけですよ。皆さん方

の中で、千葉市外に住んでいる人で、自分たちの住んでいる市の市長さんの名前を言え

る人って、どれくらいいますか？ 

おっ、いえる？ いえる？ 

じゃあ、逆に私、住んでいる市の市長さん名前言えませんっていう人どれくらいいま

す？やっぱりいますよね。 

じゃあさらに言えば、自分たちの住んでいる市の議員さんの誰かわかる人います？自

分たちの市の議員さん 

誰も手を上げないですよね、こうなってくると。 

でも、皆さん方のどこの町にも議会はあるんですよ。地方議会は必ずあるんです。 

選んだ市長さんと選んだ議員さんが議論していて、いろんなこと決めているわけです。

でも絶対わかんないでしょ。そういうもんなんですね。 

私は、それは変えたいと。そうじゃなくて、もっと身近なものを議論、実は熱い議論

をしているわけですよ、実は。それは全然テレビにも新聞にも報道されないです。出る

のは国政だけですから。だからそれを絶対変えたいっていう思いで、私は地方政治の世

界に会社員をやめて入ってきたわけです。 

だから皆さん方もぜひですね、千葉市に住んでいる人はこの千葉市の行政もしくは政

治について興味を持っていただきたいし、千葉市外から通われている方はぜひですね、

自分の住んでいるまちの市長さんだったり、議会が今どういう状況なのか、どんな自分

たちの街の政治をやっているのか、一度ですね、ちらっとでもですね、興味を持ってい

ただきたいと思います。 

自分たちの身近なものは、実はその人達が決めていますから。で、その人達を決めて

いるのは皆さん方な訳ですよ。二十歳未満の方も多いかもしれないけども、二十歳以上

だったら、選べるわけですね。さらに言うならば、お父さんお母さんも含めればそれな

りの票をみんな持っているわけですよ。決められる訳です。決める権限を持っているわ

けです、この国には。そういうような国だっていうことも是非ともね、思っていただき

たいわけです。投票したって変わんないよって言うのもね、大事なんですけれども、い



いかもしれないけど、投票してからそれは言ってくれってところがあるわけですね。ぜ

ひそういったこともですね、私は興味を持っていただきたいなと思います。 

これからその私は、今、こういうところにも行っているし、いろんな地域に行って、

こういう連携だとか、協定とか交わしたりしています。 

それはどういうことかというと、行政がまちづくりをやるのには限界があるというこ

とですね。私も比較的まぁ皆さん方と近い世代で、行政の側にいますけれども、はっき

り言ってですね、行政はこのままではもう成り立たないわけですよ。それはなんでかっ

ていうと、今までは高度成長時代ですよね。皆さん方たぶん高度成長時代っていわれて

もピンとこないですよね。たぶん、バブルも崩壊した後に物心ついていると思うんです

けれども。でも世の中の大多数の人は、高度成長時代に生きてきた人たちが、まだまだ

いっぱいいるわけですよ。 

大学はどうかわからないですけれども、行政とかいろんなものっていうのは、その高

度成長時代に決められたルールで、この国はまだ成り立っているわけですね。だからど

う考えたって、おかしいところはたくさんあるわけですよ。道路一つ取ったって、何で

道路を作るんだっていう話はいっぱいあるわけですよね。 

皆さん方にしてみれば、なんで今さらね、こんなの作るんだって思うかもしれないけ

れども、昔はそういうのを作るのが当たり前だったわけですよ。だって人口はどんどん

増えてく、１０年たったら２倍、千葉市なんか特にそうですよ、千葉市なんかはもう、

わずか数年で１０万増えちゃうようなすごい時代があったわけです。そしたらもう、道

路はもう作っても作っても追いつかない、学校は作っても作っても追いつかない、そう

いう発想で今までやってきたわけですね。 

それを、人口がもう伸びるのが止まったからといっていきなり変えることはできない

わけですよ、そう簡単に。だから、世間でよく言われている、箱物だナントカだって言

われているは、どうしてもそう、転換が間に合わなくて、どうしても時代とついていか

ないものがたくさん出てしまっている。 

高度成長時代っていうのは、みんなね、とにかく拡大するのに追いつかせるためだけ

で、もう精一杯だったわけですよ。だから、そんなね、地域ごとに特色あるまちづくり

とか、こんなことなんかやっている余裕もないし、やらなくても十分幸せだったわけで

す。 

ただ、もう成長は止まってしまったらどうなるかっていうと、もう拡大が拡大がって

いう道路とかものを作っていた人達は、そんなにいらなくなるわけですよ、人がね。だ

から余裕が出てくる。それから、もうみんな同じ街にしていたら、全然全然全然楽しく

ないし、競争しても勝てないから、いまどんどんどんどん地域ごとに魅力のあるまちづ

くりしてかなきゃいけないね、と 

たとえば、この淑徳大学だったら淑徳大学も、当然子ども達が今減っているから、ど

ういうふうに他の大学と違う大学にしてかなきゃいけないかっていうのを、学長さん以



下一生懸命悩んでいるわけですね。保護者の皆さん方だったり、学生の皆さん方に高校

生受験生の人たちに、うちの大学はこういう大学で、こういうふうにやっていくんです

よって言っているわけですよ。 

今は、まさにみんなそういう時代ですね。じゃ、その時に、たとえばこの淑徳大学は

淑徳大学で、先生達だけでね、そういうことを考えて、それだけでいいかっていうとそ

んなことはない訳です。皆さん方自身が、この大学にいる中で、うちの大学はもっとこ

ういうこと出来るんじゃないの、とかね、自分たちの魅力を作って、いい後輩にいっぱ

いこの淑徳大学に入ってもらおうと思ってもらって、さらにこの大学っていうのは良く

なる訳です。 

まちも同じで、我々行政だけが一生懸命、まちづくりまちづくりってやったって駄目

で、なんでかというと、私たちはそんな隅々のことなんか分からないですから、まぁ分

かろうとして努力はしますけれど、それでも本当の意味で向こうさんの皆さん方にはな

れない訳です。だから、市民の皆さん方や地域で生きている人達が、こういう街にした

いんだと、いろいろ考えてくれる事の方がよっぽどいいまちになるわけです。 

これって当たり前ですよね。ゲームだってそうですよね。ゲームだって作る人たちだ

けでゲーム作っていたってつまんない訳ですよ。ゲームやる側の人たちの意見とかを参

考にしながら、もしくはゲーム作る、やっている人たちがアイデア出して作ったゲーム

というはおもしろかったりするわけです。 

インターネットが何でいいかっていったら、まさに自分たちが意見を言って、それが

反映される仕組みっていうのは非常につくりやいすからですよね。そういう形でやっぱ

り楽しい訳ですよ。そういうものの方がね。 

たとえば今 YouTube とか流行っているでしょ。ああいう YouTube のさらに進化形で、

いまニコニコ動画ってあるじゃないですか。あのニコニコ動画なんて何でみんな面白い

のかなぁ、あんなの何で面白いんだろうと思うわけですけれども、あれだってみんなが

意見を言いあって何となく楽しんでいるわけじゃないですか。だから一番大事なことは、

そういう受け手の人たちが、こういうふうにしたいんだっていうことを集めて、物事を

つくっていくっていうのが今の時代の流れなわけです。 

まちづくりだって何だってみんな同じな訳ですよ。だから皆さん方も、ぜひね、お願

いをしたいのは、皆さん方は結局お客さんじゃない訳ですよ。この淑徳大学においても

単に授業を受けるだけだったら、こんなにつまんない４年間はない訳です。そうじゃな

くて、どういう授業をしてほしいんだと、まぁこの先生いいけれども、もうちょっとこ

ういうふうに教えてくれた方がオレたちのためになるんじゃないのっていうのをね、や

っぱり言わなきゃいけないし、皆さん方が思っている以上に、先生とかそういう意見を

ちゃんと反映して考える訳ですよ。だから皆さん方は、同じお金と同じ時間を払ってい

るわけですから、少しでもいい授業を受けた方が皆さん方の人生のためな訳です。 

だったら、お客さんに留まるんじゃなくて、ちゃんと提言をして、オレたちはこうい



う授業を望むっていうのを言うべきだし、また淑徳大学全体でもね、学祭とかいろいろ

あると思いますけれども、こういう大学に私たちね、そういう大学に通いたいんだと、

こういうイベントやってほしいんだと、やっぱりそういうのはね、言ってベストを尽く

すべきだと思うんですね。その代わり、言うからには、皆さん方も責務、役割を果たさ

なければならない訳ですけれども、そういう経験が絶対活きてくる訳です。 

何度も言いますけども、お客さんでいる事態ってね、もう終わりですからね。社会に

行ったらもう、お客さんじゃなくて、完全にむしろ作る側の方に皆さん方行くわけです

よ。だから学生時代に、作る側に絶対ね、体験をしておいた方がいいし、許される訳で

すね、失敗してもこの４年間っていうのは。だからぜひ、皆さん方の将来のことを考え

れば、そういう好きな放題やった方が、絶対いいですよってことです。 

まちづくりも同じで、皆さん方せっかく千葉市に生きているか、もしくは通ってくる、

お金を落とす、そういう人たちですよね。だったらもう少しこの千葉市で、私はこうい

うまちにしたいなと、もしくは自分たちはこういうことをやりたいんだけど出来ない

の？っていうのを、どんどんどんどん、私はチャレンジをしてほしい、と思うわけです。 

ですから今回、大学さんと協定を結んで、これから皆さん方が、たとえばどういうボ

ランティアをやりたいのか、もしくはボランティアじゃなくても趣味でもいいですけど

も、どういったことをやりたいと思うのか、それを大学と私たちの窓口を通してどうい

う場を提供していくか。 

でも実際にあれですよね、淑徳大学の人たちというのは先輩がいろいろやっていてで

すね、たとえば淑徳大学っていうのは、これねすごいんですよ、消防団があるんですよ

ね、ここには。消防団、持っているんですよ、ここ。学生さんですよ、学生さんが消防

団持っているわけです。で、ホースからね、バシャーって出す訓練とかもう完璧にやっ

ているわけですよ、プロ顔負けに。全国の大学の中で、大学のこの構内に消防団の支部

があるのは、この淑徳大学だけですよ。ちょっと前にね、その発足式みたいのをやった

わけですけれども、独立の。ですから、そういうこととかをやっている大学なんですよ、

ここは。   

他にも先輩の皆さん方はですね、いろいろやってらっしゃっていてですね、白旗とか

のまちづくりとかで商店街の活性化とか、七夕まつり支援したりとか、いろいろですね、

やってらっしゃるんですよね。ぜひ皆さん方もこういうのをですね、やってみるといい

と思います。 

私も自治会の役員をやっていたんですよ。自治会の役員やっていて、私の住んでいた

ところは、千葉大学の近くだったんで、千葉大学の学生さんがやってきて、盆踊りとか

いろんな祭りの時にですね、私たち子どもたちにこういうのを教えたいんですと、こう

いうのをやらせたいんです、提灯作らせたいんですとか、何々とかつくらせたいんです、

でこういうのね、盆踊りでやるとね、もっと若い人ね、楽しむと思いますと。自分たち

もそういう祭りに参加したいんですって言ってきて、じゃあ、自治会として協力しよう



かというので、子どもたち集めて、じゃあ、あんたら教えなって、教えて、いいじゃん、

いい体験やっているわけですよ。で、私たちも大人の立場として、でもねと、こういう

ふうに言ってもなかなか難しいから、こういうふうにやんないとだめだよとか、そうい

うようなアドバイスもちゃんとやるし、そういうような協力関係で、うちのまちってい

るのは非常に若い人たちも来やすいような盆踊りになったんですよね。で、それは、学

生だからできるわけですよ、「千葉大学なんですけど、こういうことやりたいんです」

って言えば、「お、そうか」って、やっぱりね、地域の人たち聞くんです。 

だから淑徳大学の皆さん方だったら、この地域の周辺に顔が利くわけですよ。もう淑

徳大学って言えば顔パスなんですよ。それは皆さん方の先輩であったり、淑徳大学の皆

さん方、大学の人たちが一生懸命ここで信頼を築きあげてきたから、そういう大学に皆

さん方はいられる訳です。 

ですから、ぜひこの周辺の地域で、なんかね、やっぱりやればいいんです。やれるん

ですよ、みなさん方は。他のあんまり地域に根付いてない大学だったら、そんなことや

りたくたってできない訳です。ですから、まだ皆さん方が１年生だから、まだまだ大学

生になるのに必死だから、まだまだわからないかもしれないですけれども、大学生をや

っていく中で、「私こういうことやりたい」というのがあれば、ぜひね、どんどんどん

どんそういうのを試していただきたい。失敗しても何のリスクもないのは、やっぱり大

学生の特権ですからね。私も、いまでも大学に戻りたいと思っているわけですよ。大学

生の時にもっといろいろやっときゃよかったと、ホントに後悔しているし、だいたい世

の中の大人っていうのは、みんなそうやって後悔しているんです。ですから、いろいろ

やっぱりやっていただきたいなと思います。 

とにかくですね、この千葉市は恵まれているわけです。皆さん方が通っているこの大

学があるこの千葉市っていうのは、政令指定都市なんですね。指令指定都市と言われて

もピンと来ないと思いますけれども、政令指定都市っていうのは、普通の市の中でも、

都道府県の仕事も大部分受け止めている、いわゆるなんでもできる市な訳です。特別な

まちなんですね。 

ですから、本来だったら皆さんが何かやりたいなって言った時にね、市に言うだけじ

ゃなくて、県にも言いに行かないといけないというのは多いんですよ。それはめんどう

くさいな、縦割りだなって思う時あるかもしれませんけれども、少なくとも政令指定都

市ですから、あんまり県に言わなくても市で OK もらったら出来ることって、たくさん

実はあるんです。ですから、そういうまちに住んでいるっていうのは、一つのメリット

でもありますから、ぜひそういう千葉市で、いろんな活動もしていただきたいと思いま

すし、できれば私は愛着を持って、ずっと千葉市に住んでほしいなぁくらいは思ってい

るわけです。ぜひ、そういう形で、千葉市をフィールドにして頑張っていただきたいと

思います。 

最後にですね、まぁ私からこう、そういう行政の長という立場を抜けて、学生時代振



り返って思うのは、ぜひですね、同じ人たちとだけ交流するっていうのはやめた方がい

いと思いますね。私も学生時代振り返って思うのは、どれだけ違う世代の人たち、どれ

だけ違うバックグラウンドの人たち、この人たちと交流したかどうかという経験が、そ

の人の将来の能力のポテンシャルに大きく影響します。 

どうしてもですね、皆さん方はどうかなぁ、その一人っ子っていう人はどれくらいい

ます？私一人っ子です、っていう人。あっ、意外といない。あー、意外といないんです

ね。じゃあ３人以上兄弟ですっていう人。あっ、結構いますね。じゃあ、大丈夫かな。

いや兄弟はね、兄弟がいないと、違う世代と交流するのって結構難しいんですよ。お兄

さんお姉さん妹なんとかの友達とかと付き合った経験があれば、まだいいんですけれど

も、一人っ子さんだとこうなかなか違う世代の人と交流する機会って、部活とかやんな

いとなかなか難しいんですよね。 

部活経験者ってどれくらいいます？こらもうほとんど、ですかね。 

とにかく大事なことはですね、違う世代の人たちと交流してください。それもだいぶ

違う世代、できれば２年３年とかじゃなくて１０年以上、ジェネレーションギャップを

感じる世代と交流をしてほしいんですよ。 

皆さんジェネレーションギャップって、感じることって、普段お付き合いやってく中

であります？ジェネレーションギャップ。あります？ 

 

学生：話題が通じない。 

 

そう、話題が通じない、話が通じないでしょう。そうなんですよ。この経験をやはり

いっぱいして欲しいんです。社会に出ると、当然話題通じない人が山のようにいるわけ

ですね。 

話題通じないからその人と話さないじゃ済まない訳ですよ。仕事を一緒に進めていく

うえでは、そういう人たちともコミュニケーションをとっていったり、パートナーシッ

プを作っていかなければいけない。そうなってくると、そういう人たちとどういう会話

をしていくのか、違う話題の合わない人たちとどうやってコミュニケーションをとって

いくのかっていうのをやっぱり考えるんですよね。そういう経験が実は大事なんです。 

だから、ぜひですね、こういう淑徳大学さんは、ボランティアとかいろんなきっかけ

で、全然年配の人たちと交流することが比較的たくさんできる大学ですから、ぜひです

ね、まったくもう、ぜんぜんもう、フィールドの違う人、バックグラウンドの違う人、

年齢の違う人、話題が合わない人と付き合っていただきたいと思うんです。そうすれば、

ものすごい世界が広がる。それが絶対最終的には、社会に出た時に生きてきますからね。 

私も、会社員だった時振り返って、後輩が入ってきたときに、違う世代の人たちと、

すっと入ってこれる人と、すっと入れない人がいるわけですよ。そうすると、いくら能

力があって優秀でも、すっと入れる人の方が能力を発揮しやすいんですよね。あぁこの



人優秀なのになぁこの子って思うんだけれども、なかなかですね、その溶け込めずに発

揮できずに、苦しそうにしている姿っていうのを見ますから、学生時代の間に、そうい

うのをね、やっぱりいろんな形で経験しておくってのは大事なんですよ。 

別にそれはね、よしっ、じゃあ頑張ろうってそんなにまじめにやんなくても、普通に

自分が好きな趣味であったり、もしボランティアに興味がある人は、ボランティアをや

っていく中で、結果的にそんな狙わなくても、結果的にはいろんな世代の人たちとか、

いろんなバックグラウンドの人たちと付き合うことができますから、ぜひ、大学外の人

たち、やりたいことを好きなだけやっていただきたい。交流していただきたい。それが

結果的には、楽しい人生になるというところをですね、私自身も学生時代にそういう経

験があって、あの頃は単に私は面白おかしく生きてきただけですけれども、今振り返る

と思うと、そういう人たちと交流しておいてよかったなぁと思うんですよ。 

私は歴史が趣味ですから、インターネット上でそういう歴史のホームページとかつく

って、そこの人たちと交流して、全国の人たち、まぁ歴史好きな人ですから年配の人た

ちもいっぱいいるわけですよ。主婦の人とかもいて、でそういう人たちを年に１回、歴

史的な場所で集まって、飲み会やったり、意見交換とかやっていたんですね、旅行した

りとか。 

やっぱりそういう経験って活きてきたし、登山が趣味でしたから、登山に行くと、山

いくとね、いろんな人たちと仲良くなるんですよ。そういう人たちと交流して、メール

で交換、まぁ５０歳くらいの人とかと交換すると、なんか面白かったりするわけですね。

だからそういう感じで、出会いを大事にしていただいて、普通に楽しくやっていただけ

れば、結果的にはそれが活きてきますから。 

ちょっと、とりとめのない話になりましたけど、ぜひともですね、こう学生時代をエ

ンジョイしていただきたい。そのためには、自分自身に無限の可能性があるということ

を自分自身がまず信じて、そして、恐れずにいろんなことに挑戦をしていただきたいと

いう、非常に最終的にまとめると、陳腐な話になるわけですけれども。 

私自身の後悔も込めてですね、ぜひとも皆さん方には、そういう濃い４年間を送って

いただきたいな、というふうに思いますし、その濃い中で、千葉市というものが、皆さ

ん方の記憶の中で大きな位置を占めてもらえると、私たちとしてもうれしいなと、いう

ふうに思いますので、ぜひそういう千葉市の思い出をですね、多くつくっていただいて、

この４年間実りある学生生活を送っていただきたいということを最後に申しあげまし

て、私からの講義とさせていただきます。ご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 



司 会：熊谷市長ありがとうございました。すごい熱意と想いを感じるお話でございま

した。皆さんこういうお話を若い時に聞いたというのは、後ですごく勉強に影響を受け

ると思います。本当にありがとうございました。 

 それではせっかくの機会ですので、学生さんから質問を受けたいと思います。質問し

たい方挙手をお願いします。 

 学部と学年と名前を言ってから質問してください。 

 

学生Ａ：コミュニティ政策学科１年 ○○○○です。 

今、千葉市が、これから行おうとしている政策を何か一つ教えていただけたらなと思

います。 

 

熊谷市長： ありがとうございます。いやぁ、まじめな質問をいただいてありがとうご

ざいます。 

実はここに来るまで、質問を誰が一発目やるかなって話をしていたんですよ。 

で、今は、女性の方が度胸があって、だいたい手を挙げると女性ってのが多いんですよ。

でも、男の人にも手を挙げてほしいなぁって、ありがとうございました。 

千葉市がやろうとしている政策ですね、その中でも、一つ大きなものは、実は今です

ね、新基本計画っていう１０年間の計画を作ろうとしています。今まではさっき言った

ように右肩上がりの中のまちづくりの計画だった。それを、少子高齢化を見据えた、い

わゆる福祉型のまちをつくるために、１０年間どういうふうに１０年間かけて計画的に

やんなきゃいけないかっていうのを、まさに考えているところですね。今年度、タウン

ミーティングやったりとか、いろんなところで意見聴いて、その計画を作っていくんで

す。 

その大きな流れっていうのは、さっき言ったように、市民の力もしくは学生の力、そ

ういう人たちのエネルギーをどれだけもらってまちを活性化していくかっていうのが

一つの主眼ですね。やっぱり我々行政の人間って、千葉市だと７千人しかいないんです

よ。でも市民は９５万いるし、学生入れるともっといっぱいいるわけですね。そういう

人たちのエネルギーをほんの少しずつね、ほんの少しずつ集めていくと、大きなエネル

ギーになるわけです。私たちはそういうようなまちづくりをやろうとしています。 

たぶん子育てとかね、待機児童解消とかって言っても多分ピンと来ないかもしれない

けれど、とりあえずこの話が特に一番大きいんで申し上げました。 

 

学生Ａ：ありがとうございました。 

 

学生Ｂ：コミュニティ政策学部の○○です。 

 千葉市のこういうところをもっと改善したいっていうところがあれば教えてくださ



い。 

 

熊谷市長：おぉ、そうですね、いくつかあるんですけれども、実は今一番頑張っている

のは財政の再建だったりするんですけれど、これはまぁ難しいんで、あえて言うとすれ

ば、海の活用なんですね。この千葉市って、海のまちなんですけども、皆さん海を感じ

るってことはありますか？千葉市で。ありますか？ 

あんましね、海感じたことってそんなにないと思うんですよ。ただこのまちって海に

面している街ですから、もっと海を有効活用したい、だからポートタワー、あっ、ポー

トタワー行ったことある人どれくらいいます？あっ、結構いますね。ポートタワーを、

行っても特になんにもないんですよ、ポートタワーだけしかないんですね。本当は、ポ

ートタワーを見ながらおしゃれなレストランとかがいっぱいあったらいいなぁって思

ったりするわけですよ。 

ですから、そういう港を有効活用したベイエリアの有効活用、そういう港町、おしゃ

れな街も含めてそういうのをやっていきたいというふうに、今思っています。こういう

ことであっていました？なんかもう少しこういうことを聞きたかったんだって言うな

らアレですけれど。大丈夫？ 

 

学生Ｂ：ありがとうございました。 

 

学生Ｃ：コミュニティ政策学部の○○です。 

若干重複するところがあるんですけれど、千葉の県庁所在地の千葉市の市長として、

他の市町村の模範となるようなまちづくりをするために、特にどこか力を入れていきた

いというのがあれば、たとえば安全対策とか、力を入れていきたいところがあれば教え

てください。 

 

熊谷市長：力を入れていきたい分野はね、私は子育てなんですよ。なんでかって言うと、

行政を扱うとほんと思うんですけれど、この国はやっぱり高齢者に若干こう予算の使い

方がよりすぎているんですね。未来世代にあんまりお金が使い切れてない。それは、私

は若い市長として変えていかなきゃいけないと思っています。で、子育て。千葉市は待

機児童がね、あの保育所入れないお母さんたちいっぱいいるわけですよ。どうしても都

市部だから、それはなくしていきたいと。 

実はこのあと私も衆議院の厚生労働委員会で、ちょっと自治体代表で喋ってくるんで

すけどね。その時に言うのは、実はでも待機児童で足りないっていって、保育所一生懸

命作っても、１５年後とかには子どもの数もいなくなって、それも実はいらなくなる訳

ですよ。ということは、いま保育所足りない、足りないって税金で作っても、１５年後

無駄な箱ものって言われる可能性があるわけですね。だから、その１５年後保育所の需



要が減った時に、撤収しやすいようなスキーム、形で、保育所を整備することを考えて

おかないと、後で後悔する訳ですよ。 

だから私は今、すごい待機児童対策、子育て政策やっているけれども、１５年後の状

況をちゃんとして、想定して柔軟に調整できるような形での保育所の整備、幼稚園の活

用というのを今進めているところです。 

 

学生Ｃ：ありがとうございました。 

 

学生Ｄ：総合福祉学部人間社会学科３年の○○です。 

この協定書の連携事項２条の２番に、学生のボランティア活動に関することとありま

すが、具体的にはどのようなことをお考えですか。 

 

熊谷市長：まず目先で来ているのは、千葉国体、千葉大会ですよね。いわゆる国体は千

葉国体、そして全国障害者スポーツ大会、これが千葉大会、これが９，１０月と行われ

ます。そこで、まずは一番わかりやすい形で運営ボランティア、それを求めているわけ

ですね。ぜひね、皆さん方も、これはある程度大学からも言われると思うんですけれど

ね、千葉大会を特に注目していただきたいんですよ。障害者のスポーツ大会、全国的な

ものの運営のボランティアをできる経験というのは、三十何年間に一遍しか、四十年に

一遍しか来ないわけですね。その瞬間が今年な訳です。 

ですから、ぜひ皆さん方にも興味を持って、いい体験をできる巡りあわせにいたとい

う形で取り組んでいただきたいと思いますし、それ以外にも、さっき言った、その地域

とか商店街の活性化とかで、皆さん方は絶対に必要とされる、いろんな形のものができ

ると思います。それから福祉部門の方が多いわけですよね。 

福祉部門だったら、もう例えば、千葉市内にある介護施設とかいろんな施設で、そう

いうボランティアは、もういくらでも求めているわけですね。そういうところに出ても、

淑徳大学なりのやっぱり強みを発揮してほしいなぁと私は思っています。 

 

学生Ｄ：ありがとうございました。 

 

学生Ｅ：総合福祉学部社会福祉学科の○○と申します。 

 どうでもいいことかもしれませんが、野球関係は好きですか。 

 

熊谷市長：大好きですよ。 

 

学生Ｅ：どこの球団が好きですか。やはり、千葉ロッテですか。 

 



熊谷市長：私は、千葉ロッテマリーンズが一番好きですね。楽天も好きだったり実はし

ますけれども。一番好きなのは千葉ロッテマリーンズです。これはね、実は私、子ども

のころからなんですよ。まだ千葉に来る前の、川崎の方にあったオリオンズの時代から

実はロッテのファンですね。たまたま親に買ってもらった最初の帽子がロッテだったっ

ていう単純な理由ですけれども、それでずうっと応援しています。 

 

学生Ｅ：そうなんですか。実は僕のお父さんが、プロ野球の審判をやっていまして、千

葉マリンスタジアムで試合に出る予定なんです。よかったらテレビで見てください。 

熊谷市長：じゃあ、お父さん名字同じだから、名前なんていうんですか。 

 

学生Ｅ：柳田昌夫です。 

 

熊谷市長：じゃぁ、スコアボードっていうかアンパイアボードに柳田さんって出るわけ

ですね。 

 

学生Ｅ：はい。 

 

熊谷市長：わかりました。じゃぁ、マリンスタジアムに行った時には、今度はそこをち

ゃんと見るようにします。 

 

学生Ｅ：ありがとうございます。 

 

熊谷市長：ありがとうございます。皆さんもね、ロッテマリーンズ応援に行ってくださ

いね。ロッテとジェフっていう球団二つも抱えている市って滅多にないですから、十分

楽しんでください。あと、柳田さんにも注目。 

 

学生Ｆ：貴重な講義をありがとうございました。看護学部３年の○○と言います。 

 お話しされていた中に、行政がまちづくりをするのには限界があるっていうふうに言

っていて、だから他の市や、地域と連携することも大切だっていうふうにおっしゃって

いたんですけれど、それを医療に置き換えてみると、今、山武地域とかで、医療士不足

とかっていうのが騒がれている中で、その医療の連携ってどのようなことをしていくの

かなと、お話ししていただけたらと思うんですけど。お願いします。 

 

熊谷市長：医療の問題はですね、一番大事なところは、まさにそういう実態を市民の方

はなかなか分からないんですね。だから例えば、救急医療、夜間とか私たちやっていま

すよね。当たり前だと思うわけですよ。普通の公立だと思われて、いわゆる普通に来ら



れたりするわけですね。私たちは、夜もしものためにやっているのに、夜受けられる便

利な所っていう形で、夜間救急診療に来られる方もいらっしゃると。 

そういうのはまた疲弊を産んじゃうし、あとは、そのいわゆる大学病院とか有名な大

学に軽い症状でも行ってしまったりすると。だから私たちはまず市民に、医療というも

のの役割分担ですよね、いわゆる掛かり付けの医者で簡単なものはやってもらって、重

たいものそれから救急というものの負担の在り方、どういうふうにして皆さん方が当た

り前だと思っている医療が成り立っているのか、そういったところをやはり市民に納得

をして使い分けてもらわなきゃいけないってのが一点と、医療機関同士でも役割分担を

しなければいけないと。みんなが同じ診療科を持っているんじゃなくて、ここの部分は

この病院さんに任せます、そのかわりうちはここに特化しますといった感じで、極力で

すね、ダブりを減らしていく、そして連携していく、そういうところをですね、医療機

関との連携でしっかりとですね、計画的にこの千葉市の都市圏の医療に関してもやって

いかなければいけないと、という思いで今、医療に関しては取り組んでいるところです。 

あとはね、働きやすい環境ね、これも一番大事ですから。これから市立病院もそうい

う形で頑張っていこうと思っているんで、ぜひね、市立病院へ就職していただければ、

大変ありがたいことでございます。 

 

学生Ｆ：ありがとうございました。 

 

学生Ｇ：実践心理学科１年生の○○です。 

 千葉市の市長さんとして、この千葉市っていうものを、千葉県のいろんな市の中で、

どういうふうな位置づけの市にしていきたいか、ということをお聞きしたいと思います。 

 

熊谷市長：一番大事なことは、千葉県千葉市なんですよね。千葉、千葉って名前を冠し

ている県庁所在地で、場所もちょうど千葉の中心地点にあるわけです。私たちが言って

いるのは、千葉市のことだけ考えちゃだめだっていう意味で言っているんです。私たち

は千葉県の中心地点として、千葉県全体のＰＲと底上げに、一番兄貴分の市として、リ

ードをしていかなければならないだろうと思っています。そのための権限も十分に財源

も持っているわけですね、財政力も。 

ですから、千葉の奥地、奥地の魅力も私たちはアピールして、東京の人たちに対して、

この千葉の魅力、千葉で住む魅力、千葉に行く理由、魅力、それをどうやって発信をし

ていくか、その総合的な場所としてこの千葉市が中心地点にいるんだということ。それ

から、千葉というブランド、この２文字のブランドをどうやってあげていくか、今、千

葉っていうのは色がないと、特徴がないとよく東京の人たちから言われる訳です。 

そうじゃなくて、千葉っていう二文字を聞いたときにこういうイメージでこういうい

いところだっていうのをどういうふうに思ってもらえるか、そのシティセールスをどう



やってくか、このあたりが私たちの責任だろうとそういう思いで今やっています。 

 

学生Ｇ：ありがとうございました。 

 

司 会：もっとたくさんの質問を受けたいところですが、先ほど市長のお話にありまし

たように、国会があるそうです。そういうご予定がありまして、質問はこれで終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

最後に一つ私からいいですか。誰か質問するかなって思っていましたが、しなかった

ので。この大学はですね、女子学生が多いんです。市長、独身ですよね。理想的な、好

きなタイプの女性はどういうタイプですか。 

 

熊谷市長：私の好きな女性のタイプは、とにかくですね、前向きな人ですね。ポジティ

ブになんでも積極的にやっていく人と、あとね、おもしろい人がいいですね。生きざま

が面白い人がやっぱり一番いいかな、と。個性的な方がいいなぁと思います。 

 

司 会：今日はお越しいただきどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願

いいたします。 

 


