
元々は不登校児童・生徒が少ない流山市でしたが、

ここ3年で激増。コロナ禍により修学旅行などの体験活

動が失われたり、都市化に伴う「あれダメ、これダメ」と

子どもが監視される環境で発散する場が減少、心身へ

の影響が心配されています。これらのお子さんに、私自

ら関わることも増えてきました。国は「主体的で対話的

な学び」を目指しながらも予算は薄く、学校は個を最大

限尊重することが難しい集団生活の環境のため、心理

面に寄り添える人材配置を要望してきました。辛い子は

自分らしさを大切に、学校では集団との付き合い方を

見いだせれば位で良いです。自信を失わず「これなら出

来る」が見つけられることを心から願っております。

残りの任期もあと１年。活動を広げ、政治家として大きくなっていきたい。

学校に足が向かない子ども達へ

ありがたいことに、全国の女性の方から立候補や議員業に関して

相談を頂くことが増えました。

２/７は「女性の声が届きにくい」と立候補を検討していた方のた

めに現役議員が集まり「女性が政治に必要な理由」のヒアリングを

行いました。女性議員がいると①男性には相談しにくい女性が抱

える問題を市政に届けられる②これまで政治に遠かった市民が

関心を持つ③（生活の現場を支えている女性の声が届くので）特

に子育てや介護分野できめ細やかな政策が進む等のメリットがあ

ることがわかりました。

アドバイザー参加をして下さった松本武洋氏（前和光市長）からは

当事者が声を上げ続けることで街が良くなる、むしろモヤモヤし

ながら活動しつづけることが重要とエールを頂きました。

2022          4

平成30年度 令和元年度 令和2年度

全国 1.69％ 1.88％ 2.05％

千葉県 1.55％ 1.64％ 1.06％

流山市 0.66％ 1.06％ 1.52％

（人数） 101名 168名 251名

詳しくは⇒

小中学校不登校児童・生徒数の割合比較（v.s. 全国、千葉県）

学校に足が向かなくても、何かに

チャレンジした自分を褒めてあげよう！

あなたたちは、日本の宝です。

何かあったら大人を頼って！
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これまでご協力い

ただいた開発事業

者のためにも、ま

ち全体で景観調整

を行う仕組みづく

りが必要では？

質問

市

回答

必要

道路工作物や公園や公共建築物で

も景観調整できる仕組みづくりを！
一般質問
議員が、議会を通じて

市政に提言する活動

景観配慮型のカーブミラー・安全
ポールの積極採用も提案しました

おおたかの森まちなみづくり整備指

針では「森」の緑を「まち」に引き込む

ために、市野谷の森までの道を「森

のプロムナード」と位置づけ、植栽配

置のご協力を求めてきましたが、肝

心の森の景観は守られませんでした。

何らかの開発行為

都市計画課
まちづくり
推進課・
みどりの課

土木

大規模開発
事前協議

広告物
電柱、路面
標示など

公園や整備中
エリアの工作物

市野谷の森の前に電柱が・・

×◎ 景観アドバイザーから助
言を頂き、景観調整

住民からの要望に基
づき、つど職員が対応

なし。
問題が発生

流山市は、開発事業者や地権者の方にご理解を頂くため、景観ガイドラ

インや手引書をつくり「都心から一番近い森のまち」への景観に誘導に

尽力してきました。しかし公園や道路上に建設される電柱や路面標示

などは、景観を調整するプロセスが無く問題が発生していました。

①車止めやガードレールなどをはじ

めとする道路工作物や、公園施設な

どの公共施設における、本市の景観

ガイドラインの作成検討に入った。

②庁内の連携や情報を共有する仕

組みも併せて検討していく。

駅前だから歩行しやすく、

壁面のデザインを統一的に、

機械設備を見えないように

緑で修景するなど、働きか

けを聞き入れてくれない事

業者もいるのでは？

質問

市

回答

問題

景観まちづくりアドバイザー会議に

諮り、景観に対する考え方や助言を

行っているが、開発事業者からほと

んど理解を得られない場合もある。

景観の良例を、事業者にとってメ

リットがあるようにアピールの方法

を模索していきたい。

シニアの通いの場に、もっと楽

しみながら活動できる工夫を

高齢者がご自分らしく生活されるには、体力が重要だとされてい

ますが、高齢者の筋力向上を考えた場合、週１回の運動では足りず、

週２，３回の運動が必要で、元気なうちから、楽しみながら取り組め

る仲間の存在が大切です。大阪府大東市（人口約12万人）では、ご

近所さんが通う通いの場が120以上もあります。近所で顔見知り

になることで自然な助け合いも生まれ、元気になる高齢者が増え

た結果、予防給付費も下がりました。今回の質問では流山市と大東

市の違いについて質問、課題の洗い出しを試みました。
元気な高齢者が増えた結果、大東市の介護給付費は
下がってきている



高断熱・高気密住宅は、熱の利用効率や健康にとってもメ

リットがある。住宅都市である流山市だからこそ、推進を！

断熱性能
UA値（6地域）

0.87
W/(㎡/K)

0.60
W/(㎡/K)

0.56
W/(㎡/K)

0.46
W/(㎡/K)

0.26
W/(㎡/K)

日本

日本の新築住宅におけ
る普及率⇒

長期優良住宅

2020年に義
務化予定だっ
たが見送り

ZEH住宅 HEAT20
G1

HEAT20
G2

HEAT20
G3

15% 1%未満 0.02未満

ヨーロッパ（OECD） ― ― ― 30年前の住宅 最低基準で義務化

中国・韓国 ― ― ― 一般的な新築住宅 この基準で団地施工

開口部 アルミ アルミ 木・樹脂サッシ 木・樹脂サッシ 木・樹脂サッシ

ガラス ペアガラス
Low-E

ペアガラス
Low-E

ペアガラス
Low-E

ペアガラス
Low-E

トリプルガラス
Low-E

提言

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

産業

民生家庭

民生業務

運輸

廃棄物

排出量（ｔ-CO2）

流山市域の二酸化炭素排出量の推移 平成19年度

令和元年度

約3万6千増

約６万増

流山市は人口増によ

り、民生家庭・業務部

門のCO2排出量が右

肩あがりです。高断熱

高気密住宅の推進に

よるＣＯ２削減効果を

研究してみては？

市 全体に占める割合は

約6割もあるため、住

宅の省エネルギー化に

よるCO２削減は重要。
回答

日本の住宅は熱が逃げやすく寒いと言われています。諸外国では日本の高断熱高

気密住宅の基準であるZEHより、更に高い基準で住宅を作っています。高断熱高

気密にするための導入コストがかかりますが、長期では光熱費の削減にもつなが

ることから、そのメリットを研究し市民に情報発信すべきと指摘しました。

国土交通省から、断熱改修などによる生活空間の

温熱環境の改善が住まい手の疾病リスクを下げると

いう調査結果が報告されました。仮にヒートショック

等で脳卒中になったとすると、公的保険者負担は約

20３万円、自己負担は２５万円（平均入院期間３か月

で算出）。

さらに要介護３になった場合の介護費用を算出す

ると、公的保険給付は１０年間で２９３１万円、自己負

担が３２４万円（日本人の健康寿命と平均時間の差、

１０年間分で算出）。政策の導入メリットが高いことが

分かりました。

日本の高断熱
高気密住宅

諸外国は、日本の高断熱高気密住宅より高性能の基準

健康診断

結 果

室温18℃以下の住宅に住む人は、

18℃以上の住宅に住む人に比べて

・心電図の異常所見 1.9倍

・総コレストロール値 2.6倍

室温と血圧

の関係

早朝高血圧の防止

起床時に上がりがちな最高血圧が平均3.５

mmHg低下。

※８０歳の方は冬季起床時、室温が10℃の場合、

血圧は平均約11mmHg上昇。

疾 病

との関係

冬暖かく、夏涼しい、省エネ住宅は、

住まい手の疾病リスクを下げます。

足元を冷やさない住環境と疾病の関係

床付近の室温が15℃未満の住宅に住む人は

１５℃以上の住宅に住む人に比べて

・高血圧で通院している人が約1.5倍

・糖尿病で通院している人が約1.6倍

詳細は

国交省の

調査結果



茨城県潮来市出身。母子家庭で育つ。東京都立大学大学院建

築学卒。ITエンジニアリングコンサルティング会社（株）構造計

画研究所に就職。大手研究機関のR&Dシステム開発を中心

にリーダーとして従事後、経営企画部で人材戦略、新規事業

開発に従事。2019年流山市議会議員二期目当選。客観デー

タを用いた政策提言力には定評あり。会派は流政会所属（幹

事長）。教育福祉委員会 委員長。

政策提案の幅を広げるために、「民で出来ることは民で」をキーワードに

実践的な都市経営手法を学んでおります。

近藤も、おおたかの森のまちづくりを調査し、冒頭にお話しました

市長からの講義、Q＆Aも大変、盛り上がりました。

遠くは霧島市から研究員が来訪、実際にまち歩きをして、見識を深

めました

狂
犬
ゼ
ミ
は

こ
ち
ら
で

購
入
で
き
ま
す

2021年 12月

民間主導のまちづくり専門家である木下斉氏のゼ

ミを流山おおたかの森 FLAPSにてコラボ開催しま

した。私も冒頭15分流山おおたかの森のまちづくり

について調査内容を報告いたしました。

私は昨年度、都市経営プロフェッショナルスクール

を受講、その後、木下所長率いるLocally Driven 

LABs（実践型のまちづくりゼミ）の研究員になって

います。日ごろから都市経営の視点が重要と言われ

ている井崎市長からも、ご講義頂くことができました。

木下所長からは、成功した打ち手の秀逸さ（首都圏

からの人口流入を狙ったポジショニング設定）につい

てご評価頂きました。今後は①マーケティング戦略の

功罪として、都市の商品化のリスクに対する政治のガ

バナンス強化（あれが欲しいと要望するだけの市民ば

かりでは成り立たないので、市民の知恵と力が活き

る街に）②乳幼児ばかりではなく中学生以降の子ど

もを持つ世代に対する目玉施策としての高等教育機

会の創出③現在、市民の消費が外部に流出している

ことに対する対抗策としての、商業重層性による域

内経済循環というご提言を頂きました。私としても研

究し、よりよい街づくりに貢献していきます。

流山市議会議員

近藤みほ 略歴

Note始めました

ホームページ



室内環境があたたかいと、身体活動量

が１日あたり３０分増加、高血圧、糖尿

病のリスクも1/3減、心電図の異常所

見も約半分に減、総コレストロール値も

約4割に減るそうです
提言

全体に占める割合は約6割もあるため、

住宅の省エネルギー化によるCO２削

減は重要です。

市
原因 ルールが正しく理解されていない

高断熱・高気密住宅は、熱の利用効率や健康にとってもメリットがある。

住宅都市である本市だからこそ、推進を！

断熱性能
UA値
（6地域）

0.87
W/(㎡/K)

0.60
W/(㎡/K)

0.56
W/(㎡/K)

0.46
W/(㎡/K)

0.26
W/(㎡/K)

日本 長期優良住宅

2020年に義務
化予定だったが
見送り

ZEH住宅

日本のすべての
新築の15%程度
の普及率

HEAT20
G1

ZEHより更に上
の基準

HEAT20
G2

日本の新築の1%
未満の普及率

HEAT20
G3

日本の新築の
0.02%程度の
普及率

ヨーロッパ
（OECD）

― ― ― 30年以上前の住
宅

最低基準で
義務化

中国・韓国 ― ― ― 一般的な
新築住宅

国が団地をこの
基準で施工

開口部 アルミ アルミ 木・
樹脂サッシ

木・
樹脂サッシ

木・
樹脂サッシ

ガラス ペアガラス
Low-E

ペアガラス
Low-E

ペアガラス
Low-E

ペアガラス
Low-E

トリプルガラス
Low-E

提言

断熱性能基準は諸外国より低く、日本の住宅は寒い。

0 100,000 200,000 300,000

産業

民生家庭
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運輸
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流山市域の二酸化炭素排出量の推移

令和元年度 平成19年度

約3万6千増

約６万増

冬暖かく、夏涼しい、省エネ住宅

は、疾病リスクを下げます。

流山市は人口増によ

り、民生家庭・業務部

門のCO2排出量が

右肩あがりです。高断

熱高気密住宅を推進

によるＣＯ２削減効果

を研究してみては？

市 全体に占める割合は

約6割もあるため、住

宅の省エネルギー化

によるCO２削減は重

要。啓発していく。回答

提言

日本の住宅は熱が

逃げやすく寒いと言

われています。日本

での基準ZEHは、諸

外国では存在せず、

更に高い基準で作

ろうとしています。市

回答

導入のコストが必要

ではあるが、長期で

は光熱費の削減にも

繋がることから、そ

のメリットを情報発

信していく。



４月１日以降、指定ごみ袋以外で出すと持って

行って頂けなので注意です！

注目
詳細はこちら

Q.なぜ指定ごみ袋にするの？

Q.どんなサイズがあるの？価格は？

Q.どこで買えるの？

Q.今まで使っていた袋は使えないの？

流山市のごみ焼却場は人口17万7千人を想定して作られたもの。現在、流山市の人口は20万５千人。

更なるごみの減量化が求められる中、有料化のハードルが高いため、第一段階として「燃やすごみ」とし

て出されている容器系プラスチック系ごみの分別を啓発することで減らそうと考えたため、だそうです。

残りの任期もあと１年。政治家として、より大きくなっていきたい。

大切なお知らせ

嬉しいことに、全国の女性の方から、立候補や議員業に関して

相談にのることが増えました。

２/７は「女性議員がゼロの自治体は、女性の声が届きにくい」

とモヤモヤされている方の悩みに、私のつながりで女性議員

が集まり「政治に女性が必要な理由」を語り合いました。女性

議員がいると①男性には相談しにくい女性が抱える問題を伝

えることが出来る①これまで政治から遠かった方が感心を持

つ③（生活を支える女性の声が届くので）特に子育てや介護分

野できめ細やかな政策が進む等のメリットを実感していると

のこと。前和光市長の松本武洋氏にアドバイザーでご参加頂き、

①議員のパワーバランスが変われば予算配分が変わる②当事

者が声を上げ続けることで街が良くなる、むしろモヤモヤしな

がらやり続けることが重要、等のエールを頂きました。


