
◯議 長（本間まさよ君）  次に、是々非々での政治運営等について、６番竹内まさおり議員。 

             （６ 番 竹内まさおり君 登壇）（拍手） 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  むさしの志民会議、６番の竹内まさおりです。まずは、現在開催中であります平昌

オリンピックにて健闘されました日本人選手たちには感謝と祝意を申し上げます。感動をありがとうございまし

た。 

 それでは、是々非々での政治運営等について質問させていただきます。厚生労働省によると、平成 29年の

人口減少幅は 40万 3,000人と過去最大になりました。また財務省によると、平成 29年末時点における国の

借金は 1,085兆円と、こちらも過去最大を更新、さらに平成 30年度の国家予算案も一般会計総額 97兆

7,128億円と、６年連続での過去最大を更新したとのことです。 

 それに比べ、本市は人口がふえており、また財政的にも比較的健全であると言えます。しかし、本市の人口増

は社会増に依存するものであり、また長期的な財政状況は芳しくなく、国税や都道府県税、社会保険料等の値

上げから市民を守ることは困難であります。 

 さて、４大経営資源として、ヒト、モノ、カネ、情報が挙げられますが、果たして本市が抱える 14万 5,000市

民、市有財産、財政、地域の情報、それらの資源は十分に生かされているのでしょうか。悪化し続ける国家運営

から市民を守れる政策を打ち出し、さらなる市民福祉の向上に努めていく必要があると考えます。そこで以下、

市長に質問いたします。 

 １、本市のヒト、人材について。 

 転入者に恵まれ、近年本市の人口は増加傾向であります。しかし生産年齢人口を見ますと、昭和 45年より減

少し続けており、現在の社会システムを維持していくためには、人口構成のバランスを保っていかなければなり

ません。また地方自治法第１条に規定されていますように、我々地方公共団体は住民の福祉の増進を図ること

を基本としております。福祉という言葉を辞書で引きますと、１番に「幸福」とあります。すなわち我々の責務は、

住民の幸福度の向上が基本であると考えます。 

 Ａ、武蔵野市民意識調査によれば、20代の若い市民は地域とのつながりにおける満足度が低いことがわかり

ます。子どもを通じて親同士のつながりも生まれやすいですが、単身者が地域参加できる機会が少ないのが現

状です。地域内共助の醸成のためにも、若年層や単身者が交流できる必要があると考えますが、対応策につい

てお伺いいたします。 

 Ｂ、未婚者が増加し続ける中、結婚を希望する人が結婚できる社会にしていくことが住民の福祉の増進につな

がると考えます。平成 29年第４回定例会の市長の答弁では、民間の結婚支援サービスがあるから行政が取り

組む必要はないといった旨の答弁がありました。かつて市民社会福祉協議会で取り組む結婚相談所が大変安

心だと好評でした。公が関与する意義を踏まえて、現在の民間サービスでは十分な効果が出ていないと考えま

すが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｃ、本市の出生率が低いのは、地代や家賃が高いといった経済的要因が影響しているという指摘があります。

しかし、23区内に本市よりも地価が高いにもかかわらず出生率が高い自治体が複数存在しており、その半数以

上の自治体で結婚支援が行われております。行政による結婚支援は効果があると考えますが、市長の見解を
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お伺いいたします。 

 Ｄ、昨年 12月９日のとある会合にて、武蔵野市の出生率が低いのは、若い世代の人口が多いから当然だと

いった旨の発言が市長よりあったと記憶しております。出生率とは一定の人口に対する出生数の割合ですの

で、数式的に若い世代が多いから出生率は低くなるとは説明ができないと考えますが、公式の場にて改めて合

計特殊出生率の定義と市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｅ、近年、経済的理由で結婚式を挙げない夫婦が増加していることを受け、本会議場を簡易挙式の式場として

活用し、門出を祝福する自治体がふえてきております。利用者の評価も上々で、また自治体としても若い世代を

応援する姿勢が伝えられるメリットがあるとのことです。本市の本会議場が使われていない日数は年 340日で

すが、実施の可能性について市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｆ、子どもを産みやすいようにと待機児童対策が進められております。しかし中には保育園に落ちてもいいと、

あえて認可保育園入園の不承諾通知が届くのを希望する親たちがいるとのことです。例えば世田谷区では、保

育園に入れずに法定育休の延長手続を行う可能性のある保護者のうち、およそ４人に１人が不承諾通知の取

得目的であると推定されております。本市での状況についてお伺いいたします。 

 ２、本市のモノ、資源について。 

 平成 29年２月に武蔵野市公共施設等総合管理計画が策定されました。今後の人口動態や財政状況を鑑み

ますと、老朽化する社会基盤整備の維持管理は厳しい状況であり、質や量の見直しや施設の多機能化、複合

化、民間の活力が必要となってきます。また資源やコストを削減するために、シェアリングエコノミーの視点も重

要であると考えます。 

 Ａ、武蔵野市の本庁舎面積は、多摩 26市で３番目の大きさを誇り、市民１人当たり面積で考えますと、26市

内最大、平均のおよそ 1.8倍もの広さがあります。また、今後建設予定である、ごみ総合対策課などが入る新

管理棟には、２つの会議室や３つの更衣室、シャワールーム、見学者ホールやコミュニティラウンジのスペースも

設ける設計となっております。隣に接続する新クリーンセンターにも３つの会議室、３つの更衣室、シャワールー

ム、３つの見学者ホールなどがあることを考えますと、それらを共有し、新管理棟はもう少しコンパクトにできたの

ではと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｂ、新管理棟は新工場棟と分棟という設計になっております。しかしこれを新クリーンセンターと一体型で設

計、または旧事務所棟やプラットフォームを活用するといった設計であれば、総整備費も抑えられ、また資源で

ある建材も節約できたのではと考えますが、なぜこのような要求水準書にされたのでしょうか、見解をお伺いい

たします。 

 Ｃ、投資というものは、かけた費用以上の効果が見込まれる場合に行われます。現在検討しているエコプラザ

（仮称）の整備費は少なくとも 5.5億円とのことですが、まだ事業内容や運営方法も決まっておりません。また

2020年の東京オリンピックの影響もあり、工事費が割高であるとのことです。そこで平成 30年度設計、平成

31年度着工というスケジュールを見直す必要があると考えますが、市長の見解をお伺いいたします。また、パ

ブリックコメントなどはどのタイミングで実施を考えられているのか、あわせてお伺いいたします。 

 Ｄ、本市はヤフージャパンと災害協定を結んでおりますが、そのほかにもヤフーの官公庁オークションサービス

を活用している自治体が多数あります。自動車、事務用品、古い楽器など、あらゆる不要品がリサイクルに出さ

れております。官公庁オークションは一定の収益が生まれるだけではなく、環境負荷も軽減できると考えます

が、本市での実施可能性について市長の御見解をお伺いいたします。 

 Ｅ、本市の公共施設等で引き取り手のない放置自転車をシェアサイクルとして貸し出したり、同じく引き取り手



のない傘を貸し出すといった取り組みも考えられます。そうすれば特段の費用もかからず、低炭素社会への貢

献や住民福祉の向上にもつながります。本市で期限内に引き取りがない放置自転車の台数と、シェアサイクル

や庁用自転車としての活用、レンタルアンブレラ導入の可能性について、市長の御見解をお伺いいたします。 

 ３、本市のカネ、財政について。 

 本市の財政は、相対的に見れば他の自治体よりも健全財政であると言えます。しかし、国家の財政状況は悪

化する一方であり、その影響から市民を守れるように努めることが住民の福祉の増進に寄与することだと考えま

す。 

 Ａ、前定例会にて無税国家論に関する見解をお伺いしたところ、今の日本の中で無税国家を目指すべきであ

るとは全く思いません、税というのは非常に重要なものであると考えておりますとの答弁がありました。 

 本市のお隣、山田宏元杉並区長は、無駄をなくし、毎年予算の１割を積み立てれば、金利 1.5％の運用で 10

年後には 10％、20年後には 15％の減税が可能である。単年度主義の使い切り予算ではなく、積み立て型に

すれば、災害などいざというときのための備えにもなる。ノルウェーは油田の利益を積み立て、40兆円もの政府

系ファンドを立ち上げている。ニュージーランドも高齢化社会に向け、予算の積み立てを行っている。将来的には

低負担高福祉が実現できる。もともと議員というのは、国家からの課税を減らそうとしたのが始まり、海外では当

たり前だと、三方よしの無税国家論に取り組まれておりました。 

 松下市長は、市民の税負担を軽くしようといった視点はお持ちではないのか、改めて見解をお伺いいたしま

す。 

 Ｂ、平成 28年の決算にて、本市は一般会計、特別会計合わせて 144億円以上もの国庫支出金を受け取っ

ております。年々依存財源の割合も高まっておりますが、このような状況に対する市長の見解をお伺いいたしま

す。 

 Ｃ、政府の平成 30年度税制大綱で地方消費税の清算基準が見直され、都の税収が 1,000億円程度減収

見込みになるとのことです。そこで本市への影響はどのように考えられているのでしょうか、市長の見解をお伺

いいたします。 

 Ｄ、前定例会の答弁にて、18歳医療費無料化について、国や都に要望を行っていくとありました。行政効果に

疑問が残るため見直していただきたいと考えますが、改めて市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｅ、フランスでは医薬品の償還額は後発医薬品をもとに設定され、それを上回る部分については患者負担にな

っているとのことです。本市でのジェネリック医薬品使用効果額は年間およそ２億円とのことですが、フランスと

同様の政策実現の可能性についてお伺いいたします。 

 Ｆ、日本人が診察を受ける回数は年間およそ 13回と、ＯＥＣＤ平均のほぼ２倍水準となっております。そこで市

民の医療機関受診頻度を見直す必要があると考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｇ、長野県下條村の浄化槽事業のように、たとえ補助率が高くても行政効果に疑問が残る国や都道府県の誘

導政策にはあえて乗らず、独自路線で健全財政を維持している自治体もあります。本市においても行政効果に

疑問が残る誘導政策には乗るべきではないと考えますが、本市の方針をお伺いします。また、これまでに高補

助率にもかかわらず、事業を見送った事例等があればあわせてお伺いいたします。 

 Ｈ、同じ建物内にもかかわらず、行政内部より各議員に対して書簡を郵送されるケースがあります。コストの問

題はもちろんのこと、いたずらに郵便の業務量をふやしてしまうことは、労働生産性や環境負荷の視点からも課

題があると考えます。そこで特段の事情がない限り、同じ庁舎内から議員への書簡は自宅ポストへの郵送では

なく、庁内の議員ポストへの投函に統一すべきだと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 



 Ｉ、現在、携帯電話料金の請求書やインターネット料金の明細書等はオンラインで確認できるようになっており、

郵送希望者にはオプションとして追加料金を課す、または非希望者には割引を行うなど、民間企業ではコストや

環境負荷削減が実現できております。本市の税、保険料、公共料金等に関する年間の印刷費や郵送費と、オン

ライン化の可能性について市長の見解をお伺いいたします。 

 ４、本市の情報についてです。 

 現在の社会保障制度では、所得の再分配に重きが置かれております。しかし富の偏在だけではなく、情報の

偏在も大きいと考えます。情報は所得と異なり複製ができますので、ゼロサムゲームにはならず、さらなる情報

の分配、情報共有ができれば、より豊かな社会が実現できると考えます。 

 Ａ、武蔵野市第五次総合情報化基本計画策定に当たっての市民アンケート結果によれば、約３割の市民がパ

ソコンやスマートフォンを所有していないことがわかります。現在図書館には数台のパソコンが設置されておりま

すが、市役所や市政センター、コミュニティセンターなど、住民に身近な公共施設に市民用パソコンやタブレット

等を完備し、インターネット環境のない市民でもウェブにアクセスができるよう、ＩＣＴのインフラ整備を進める必要

があると考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｂ、平成 30年度より、本市でもオープンデータが開始予定であります。オープンデータ、オープンガバメントの

推進は、民間主導、行政参加につながる肝であり、政策コンテスト等の実現も図れると考えます。これまでの検

討状況と今後の構想についてお伺いいたします。 

 Ｃ、平成 29年６月、地域コミュニティの活性化により地域課題の解決を図る地域ＳＮＳマチマチが、渋谷区と

協定を結びました。このＳＮＳはまち単位で登録し、半径１キロから６キロの近所情報が得られるとのことです。

協定により、渋谷区のマチマチのユーザーのタイムラインに、居住地域や属性に応じた区の情報やデジタル化

した掲示板のポスター画像などを配信、あわせて防犯・防災情報、不審者情報の発信、区民同士の注意喚起な

どで防犯・防災の強化を図るほか、アンケート機能を使い住民の声を直接聞くこともできるようになったとのこと

です。利用料は無料で、また事業者は高齢者に対し説明会も開催してくださるとのことです。本市での協定の可

能性について見解をお伺いいたします。 

 壇上での質問は以上となります。よろしく御答弁のほどお願いいたします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  竹内まさおり議員の一般質問にお答えをいたします。まず初めに、若い世代の皆様

のつながりができる事業は考えられないかとの御質問です。若い世代にどのような地域とのつながりを感じてい

ただくかは、これまでもさまざまな事業の中で進めてまいりました。 

 例えば各コミュニティ協議会でもイベントへのかかわりや当日の参加など、若い層にも呼びかけております。ま

た文化事業団の 25歳以下対象のコンサートや吉祥寺シアターリーディング公演、武蔵野プレイスのキャリア養

成講座など、若い層にフォーカスを当てた事業も少しずつ実施し、出会った方たち同士のつながりへのきっかけ

となっているものもあります。また地域フォーラムやコミュニティ未来塾むさしのの講座など、比較的若い層をお

見かけすることもございます。個々人によるが、地域とのかかわりに関心のあるという方は、こうした場も活用さ

れていると認識をしております。 

 続きまして、結婚支援に関して公がかかわる意議と、結婚支援の効果に対する見解がございました。この２つ
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は関連するため、一括してお答えをいたします。結婚というのは個人の自由な意思と選択に基づくものでありま

す。多様な価値観が尊重されるべきであり、公の機関が結婚について奨励したり関与したりすることについて

は、慎重であるべきだと考えております。特に男女の数に著しく差がある地域などと違い、都市部の自治体で

は、行政が出会いの場づくりなどの結婚支援を行う必要性については疑問がございます。市内では民間の取り

組みも活発に行われているため、今後も市として独自に行うことは考えてはおりません。 

 少子化対策は重要ではありますが、結婚支援を行っていない自治体にも出生率が高いところがあり、逆に結

婚支援を行っていても出生率が高くはない自治体もあるという状況であり、行政による結婚支援がどの程度その

自治体の出生率に影響しているか、検証することは困難であると考えております。 

 結婚を妨げている要因としては、例えば就労環境や住宅、経済的な不安など、さまざまな課題が考えられます

が、行政として取り組むべき社会的課題について、今後も力を入れていきたいと考えます。 

 続きまして、合計特殊出生率の定義と見解についての御質問です。合計特殊出生率は 15歳から 49歳まで

の女性の年齢別出生率を合計したものであります。１人の女性が仮にその年の年齢別出生率で一生の間に産

むとしたときの子どもの数に相当いたします。平成 28年東京都人口動態統計年報のあらましによれば、東京都

の出生数を母親の年齢別に見ると、全国と比較して 30歳代及び 40歳代の出産割合が高くなっているという特

徴がございます。 

 平成 28年の武蔵野市の出生数を母親の年齢別に見てみると、20歳代が約 20％、30歳代が約 70％、40

歳代が約９％となっております。本市の出生数の割合は全国、東京都と比較しても、母親の年齢が 20歳代が

少なく、30歳代、40歳代の数が多いという傾向にあります。若い世代である 10歳代、20歳代の出生数の割

合が他自治体と比較して少ないということが本市の現状であり、合計特殊出生率が低いことに影響を与えてい

ることが考えられます。 

 続きまして、本会議場を結婚式場として活用する可能性についての御質問です。自治体や地域への愛着や移

住、定住を促すといった目的から、民間企業の協力のもと、庁舎で簡単な挙式を行っている事例があり、中には

議場を使用している例もございます。ただし、庁舎や議場には本来の使用目的があり、これまで市民から特段こ

うした意見はお寄せいただいておりません。本市で結婚式の会場として使用することは考えてはおりません。た

だし、議会側で今後さらに議場を活用していきたいというお考えであれば、議会において御議論をいただきたい

と考えます。 

 続きまして、待機児童ゼロと保育の質の確保を目指す取り組みに関して、不承諾通知の取得目的と本市の状

況についての御質問です。平成 30年４月向け一斉入所については、昨年 11月に受け付け、1,273件の申し

込みがあり、前年度より 70件増加いたしました。一次利用調整は年度途中入所や辞退等により最終的に

1,248名が対象となり、１月 31日に内定通知書 827件、保留通知 421件を送付したところです。 

 平成 29年に改正された育児・介護休業法では、保育園等に入れないなどの場合には会社に申し出ることに

より、育児休業期間を最長２歳まで延長できることになりましたが、保育園に入れない場合の法定育休の延長手

続については保育所の不承諾通知が必要となっているため、本市においても不承諾通知の取得目的で申請さ

れる方も一定数はいるかと把握しております。このような申請は本来入所を希望されている方にも大きく影響を

及ぼしており、入所先が変更になったり入所できないことも起こる可能性がございます。 

 申請の際には保育園に預ける予定であったが、子どもと過ごすうちに育休延長を希望した方や、育休期間中

に申し込んだものの、翌年の申請で必ず入所できるかわからないため入所することにした方など、申請者の家

庭や勤務先の状況等がそれぞれ異なるため、現行の申し込み状況から不承諾通知の取得目的を把握するとい



うことは難しい状況でございます。 

 続きまして、エコプラザ、クリーンセンターに関連してでございます。新管理棟をもう少しコンパクトにできたので

はないかとの御質問でございます。新クリーンセンターの３階に設置してある会議室、更衣室、シャワールーム

等は、24時間従事する事業者、こちらは職員数 33名おりますが、必要な諸室として算定しており、兼用するこ

とはできません。 

 また新管理棟については職員数 25名を想定し、業務上必要な諸室を確保しております。併設している小型家

電のリサイクルセンターの従事者は障害者雇用を予定しており、障害者、指導者合わせて５名程度で更衣室、

シャワー室、男女１つずつの利用を想定しています。なお、シャワー室については、ごみの分析調査、焼却炉点

検等にかかわった場合などは市の職員も利用をいたします。 

 工場を運転管理する諸室は国の交付金が認められています。共有した場合は交付金の対象とならないことに

なります。今年度はイベントを含めて２万人の来場見込みがあり、２階見学者コース内の３つのホールはあくまで

も自由見学で利用する空間です。現在一定規模の団体については、市役所会議室などを借りて説明の上見学

を行っており、見学者には不便をかけておりますが、平成 31年７月からは新管理棟の見学者ホールで行えるよ

うになります。 

 次に、要求水準書に分棟とした見解についての御質問です。分棟にした理由は、市民参加の議論から、景観

に配慮し、工場棟の高さ、規模をできる限りコンパクトにすることによります。新施設の東側敷地は旧施設西側

敷地より狭く、収集車の搬出入、粗大ごみの受け付け、ごみの相談などの車と人の動線、敷地の形状、再利用

の煙突の位置など総合的な検討から分棟にしております。 

 新管理棟には狭あい路線収集車の積みかえストックヤード、小型家電のリサイクルセンターを併設することに

なっており、そのことにより旧工場棟解体費とストックヤード、小型家電のリサイクルセンターの建設費の３分の

１の約３億円の国の交付金を取得する予定となっております。 

 次に、エコプラザ整備のスケジュールを見直す必要があると考えるが、あわせてパブリックコメントの実施時期

についての御質問でございます。平成 24年度の新クリーンセンター建設工事入札手続においても、東日本大

震災の影響などで建設費が高騰し、延期の可否について議論がありました。当時コンサルを使って調べたりした

ところ、建設費は人件費や物価の上げ下げに左右されるため、震災という単一要素だけでなく、さまざまな要因

が影響し、その動向を予測することはできなかったところです。その経験から、東京オリンピック・パラリンピック

終了後に建設費が必ず下がるといった想定はできないものと考えます。 

 市民参加で行ってきた新クリーンセンター建設事業は、もともと新管理棟、ランドスケープ、エコプラザ（仮称）を

含め、平成 31年度で工事を完了する計画で進めてきました。事業の完了を第一として進めるものであり、エコ

プラザ（仮称）だけを延期する理由はございません。エコプラザ（仮称）の整備において、旧事務所棟３階減築を

平成 30年度に予定しています。これは現在行っている旧工場棟の解体業者が行うことにより、コストも含めて

合理的に解体ができると考えています。事業を延期した場合、建物の健全度も損なうだけでなく、景観・保安上

も好ましくないと考えます。 

 新クリーンセンター建設事業は市民参加で議論を積み上げ、段階ごとに広く市民への説明会やパブリックコメ

ントを行うとともに、市議会にも報告し、繰り返し議論を重ねてまいりました。その過程において環境啓発施設と

して再利用することをあわせて説明し、御議論をいただいてきたところです。現在エコプラザ（仮称）の機能や運

営方法等について市民会議で議論を行っており、その議論を踏まえて市の考え方をまとめ、施設整備の方針案

として議会に報告、パブリックコメントを実施する予定となっております。 



 続きまして官公庁オークションの可能性についてでございます。ヤフーオークションでは、さまざまな物品等が

自治体から出品されていることは承知をしております。しかし本市では、什器類は壊れるなど使用不能になるま

で使用しており、オークションに出品できるものはほとんどない現状です。ただし車両については価格のつくもの

があることから、競争入札で売却をしています。また差し押さえた動産の売却において、官公庁オークションを活

用した実績があります。リサイクル可能なものはインターネット公売の活用も考えられますが、手数料や引き渡し

の際のコスト、返品などのクレーム対応などの課題もあることから、よく研究していかなければならないと考えま

す。 

 続きまして、引き取り手のない放置自転車、シェアサイクルについての御質問でございます。実際の放置自転

車の台数などもあわせて御質問いただきました。三駅周辺の放置禁止区域を中心に撤去した自転車は、平成

28年度の１年間で 3,872台であり、そのうち引き取り手のない自転車は約 45％の 1,734台です。撤去し引

き取り手のない自転車は、その後売却が 960台、処分が 574台、海外譲与が 200台に振り分けられ、売却に

より１年間で約 160万円の収入となります。 

 引き取り手のない自転車は状態のよいものが多くあるわけではなく、仮にシェアサイクルに利用するために

は、安全確保の観点等から、自転車の再整備や保険の加入、防犯登録等も必要となり、一定の経費が発生い

たします。また各自転車には所有者がおり、盗難届は出ていないが盗難自転車である可能性もあるため、後の

トラブル防止のため所有者登録を抹消し、売却する自転車でも国内流通させず、海外売却に限定しているという

状況にございます。このことから、引き取り手のない放置自転車をシェアサイクルや庁内自転車として活用する

ことは、極めて困難であると考えます。 

 次に、税金について、市民の税負担を軽くしようとした視点はないのかとの御質問でございますが、杉並区は

平成 22年３月に、特別区民税の恒久的な減税に必要な財源及び大規模な災害により生じた経費等の財源確

保を目的として、杉並区減税基金を設置しましたが、平成 24年、２年後には、納税者にとって税金は少ないほ

うがありがたいと思うのは自然な思いだと思うが、差し迫った行政需要や目に見える将来負担があるのに、それ

に手をつけないで減税の基金をひたすら積むということは、区民の理解が得られないとして、条例を既に廃止し

ております。 

 市税の中核である個人市民税は、住民は当然にその経費を分担し合うべきであるという考え方に基づき、市

民の皆様に広く負担をお願いしております。今後もその方針で努めてまいります。 

 続きまして、平成 28年度決算の依存財源についてでございますが、地方譲与税、利子割交付金、配当割交

付金、地方消費税交付金、地方交付税、国都支出金、市債などがあります。直近３年間の決算額で比較する

と、平成 26年度が 28.6％、27年度が 29.0％、28年度が 29.8％とやや上昇をしています。 

 続きまして、地方消費税の清算基準の見直しによる本市の影響でございますが、都の減収が 1,000億円程

度と想定されております。このことから本市への影響額は、昨年度当初予算比で約４億円の減と見込んでおりま

す。一方で市税収入は、納税義務者の増、税制改正、地価の上昇などの要因により、前年度比約４億円増を見

込んでおり、こうした市税の増により、この減収を埋めることができました。市税が堅実に推移していることから、

財政への影響は少ないと考えております。 

 続きまして、18歳までの医療費無料化についてでございます。子どもに関する医療費助成については、国の

責任において子どもの医療費助成制度を創設することを、全国市長会で国に要望しております。乳幼児・義務教

育就学児医療費助成制度について、区部が所得制限を撤廃している状況に対して、市部では多くにおいて義務

教育就学児医療費助成制度で所得制限を設けており、同じ都民でありながら地域間格差が生じています。 



 都制度による所得制限の撤廃について、東京都市長会で都に要望しております。16日に行われた都知事と

の意見交換でも、これに加えて 18歳までの医療費無料化について、実現に向けての要望を直接知事に行いま

した。要望は引き続き行ってまいりますが、市として単独でこれを実施する上では、幾つかの解決すべき課題も

あると認識をしております。課題について今後検討を重ねるとともに、基本的に次期長期計画の策定において全

市的な議論を行った上で実施していくものと考えております。 

 次に、医薬品に関して２点御質問がございました。被保険者の疾病等に関して、医薬品などの治療を目的とし

た一連の医療サービスの提供の範囲については、法律で規定されております。国民健康保険の保険者である

本市が、単独で後発医薬品を上回る分について被保険者負担とすることは困難ですが、後発医薬品の使用促

進については、医療費における患者負担の軽減等を図ることを目的に、武蔵野市国民健康保険データヘルス計

画においても掲げており、今後も使用率割合の向上を図ってまいります。 

 そして被保険者の医療機関受診頻度の見直しについては、受診回数を一律に制限することは困難であると考

えます。しかしながら、同一疾患で複数の医療機関を受診すると、それまでの医療が中断し、次の医療機関では

新たに検査からやり直すことなどにより、疾患を長引かせることがありますので、今後、国民健康保険の保険者

として、適切な受診行動への誘導について検討が必要であると考えております。 

 次に、高補助率にもかかわらず、事業を見送った事例等があればとの御質問です。本市はこれまでも市民参

加の長期計画による計画行政に基づき、市民生活にとって必要な施策を実施してまいりました。こうした施策を

着実に進めるに当たっては、市税等の一般財源だけでなく、国や都からの補助金を活用していくこととしていま

す。 

 しかし補助金の補助率が高いから、もしくは低いからとの理由だけで施策を実施するかどうかを決定づけてい

るわけではございません。事業を見送った事例は多々ありますが、高補助率の有無には関係がございません。

今後もこれまでと同様に市民ニーズを的確に酌み取り、施策に反映してまいりたいと考えております。 

 次にポスティングです。庁内の議員ポストへの投函に統一すべきとのことでございますが、文書等により発送

事情が異なると思いますが、こちらが議会としての御要望ということであれば、状況を精査し、可能なものはポス

ティングでお届けするように指導をすることもあると考えます。 

 続きまして、公共料金の年間の印刷費や郵送費、オンライン化の可能性についてでございます。年間の印刷

費、郵送費は、主な項目として、個人市民税で約 850万円、固定資産税で約 600万円、国民健康保険税で約

800万円、水道、下水道で約 800万円、介護保険で約 600万円でございます。 

 地方税法において、地方団体の徴収金の賦課徴収または還付に関する書類は、郵便もしくは信書便による送

達、または職員が書類を交付する交付送達によるものと定められていますが、行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律において、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して行うことがで

きるとされているところです。 

 一方、同法において到達とは、通知書を受ける者が当該データをダウンロードした時点とされており、市が仮に

送付したとしても、納税義務者全員がダウンロードしない限り、送達していないことになってしまうため、現行法で

はインターネット等による送付は事実上できません。ただし、市・都民税特別徴収分については地方税法施行規

則の改正により、特別徴収義務者の同意がある場合には、当該特別徴収義務者の電子メールアドレスに送信し

たときに到達したものとみなすこととされたことから、本市においても平成 31年度から電子送付を開始する予定

です。特別徴収分が全件電子送付となれば、約 550万円の節減となります。 

 続きまして、ＩＣＴのインフラ整備を進める必要があると考えるとのことでございますが、第五次総合情報化基本



計画の策定に当たり、市民アンケートを実施したところ、パソコンの普及率は前回調査より下がり、スマートフォ

ンの普及率が前回より上がっています。このことから、今の市民にとっては、パソコンよりも手軽なスマートフォン

でインターネットの閲覧をしていることがわかります。 

 市役所７階の市政資料コーナーには市民向けのインターネット閲覧用パソコンが設置されていますが、年間の

利用回数は数件となっており、余り利用されておりません。市役所や公共施設にパソコンやタブレット等を設置し

てほしいという要望は、少なくとも市民アンケートを行った際には特に見られなかったので、ニーズがないものと

考え、今回の計画にも記載はしておりません。 

 オープンデータの検討についてでございます。第五次行財政改革アクションプランにおいて取り組みを進める

必要があると位置づけ、現在は平成 30年度からの公開に向けて、公開ルールや公開データの範囲、公開ウェ

ブページの構成、公開後の運用方法、体制などについて、庁内関係各課で検討を重ねているところでございま

す。 

 最後に、地域ＳＮＳの活用についてでございます。本市でのソーシャルメディアの活用については、東日本大

震災直後の平成 23年３月からツイッターの運用を開始し、また平成 25年４月にはフェイスブックをスタートさ

せ、イベントや安全・安心、市政トピックスなどさまざまな情報を発信しております。現在ツイッターでは１万

8,000人以上、フェイスブックも約 2,700人のフォロワーを得ています。またそれぞれの目的に応じ、市民活

動、オリンピック、景観、選挙など、分野ごとのＳＮＳや財援団体によるＳＮＳでも情報発信をしています。 

 マチマチとの協定についてですが、ＳＮＳについては日々新しいメディアが生まれてくることもあり、よりよいシ

ステムとして何を活用していくか、検討していく必要があります。また既に一定のフォロワーを得ている場合、単

に乗りかえるだけではユーザーが離れることも考えられます。運用状態なども確認しつつ、引き続き研究を行っ

ていきたいと考えます。 

 以上です。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  御答弁ありがとうございました。まず、１のＡの若者がもうちょっと地域参加できな

いかというところの質問ですけれども、いろいろなコミュニティ未来塾や 25歳以下のコンサートをやっていたと

か、イベントをやられているというお話でしたが、そういった単発でのイベントではなくて、もうちょっと常設型の空

間があってもいいのかなと思います。例えば武蔵野市にはテンミリオンハウスが８つありますよね。そのような感

じで、若者が運営して若者が来やすいような空間づくり、例えば国立市では学生と連携して、コミュニティカフェと

いうのを運営しておりますが、そのような常設型の若者の地域参加の拠点というのも考えられると思いますが、

いかがでしょうか。 

 あとは次に、結婚支援についてですけれども、市長は結婚を奨励するつもりはないと答弁されました。私は結

婚を奨励したほうがいいと言っているのではありません。国の調査によりますと、結婚願望がある人は約９割、

でも実際に生涯未婚率を見ますと、男性で４人に１人、女性で７人に１人が生涯未婚ということです。このような

状況をまずどのように思われているのか。国立社会保障・人口問題研究所によりますと、その独身でいる理由

が、適当な相手にめぐり会わない、そういった意見が最多となっておりますが、こちらも含めて見解をお伺いいた

したいと思います。 
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 ２月 20日、ちょうど３日前ですか、東京都では、結婚について知事と語ろう、そういったイベントもやられたみ

たいでして、婚活イベントに会場を積極的に提供しますよとか、そういった表明をしました。都というのは生涯未

婚率女性１位、男性３位、非常に深刻な状況です。 

 2030年までに日本の人口の２人に１人が独身になる。そういった統計が出ております。非常に深刻だと思い

ますが、結婚をしたいという人がいる、でもできていない、なぜそのギャップを埋め合わせようとしないのか、お伺

いしたいと思います。 

 以上です。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  再質問にお答えいたします。まず常設型の若者の拠点をつくらないのかとの御質問

でございますが、新年度の事業で、困難を抱えた若者、ひきこもりやサポート事業の充実として、地域資源や若

者サポート事業などにより緊密な連携を可能にするため、これまであった相談支援機能に加え、新たに居場所

機能を付与した常設の窓口を市内に設置するとして、御提案をしているところでございます。生きづらさだったり

ひきこもりだったり、困難を抱えた若者への支援を行いたいと考えております。 

 そして先ほどの結婚に関してですが、私が最初にお答えしたのは、市として公の機関が結婚について、奨励だ

けではなく、奨励したり関与をしたりすることについて慎重であるべきと考えております。そもそもの私自身の考

えと竹内議員の考えにどこにそごがあるのか、今回の質問で最初お示しした部分で気づいた点がございます。

竹内議員は、我々の責務は、福祉は幸福であり、住民の幸福度の向上が基本であるという考えにどうやら立っ

ておられるようです。私はそうは考えておりません。福祉は幸せや豊かさを意味する言葉でありますが、全ての

市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという、この理念こそが大切であると考えております。 

 憲法でも、幸福の追求権というのは、個人が幸福を追求するのが権利であるとされています。なぜならば、幸

福というのは人によってさまざまであり、行政だったり誰かに結婚が幸福だとかそうではないとか定められるもの

ではなく、個々人がそれぞれおのおのの幸福を追求すべきであると思います。しかし最低限の幸福というのは、

行政がこれは保障しなければならない、それが福祉であると考えております。 

 私自身、結婚をする、しないというのは、個人が決めるべきことであると考えておりますので、そこにそごがある

のではないかと考えます。なぜ結婚相談、自分は奨励してはいないとおっしゃいますが、行政が結婚支援を行う

べきだという考えのもとに御質問されておりますので、私自身の考えをお示しいたしました。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。まず常設型の若者の居場所の拠点ですけれども、困難を

抱えた人やひきこもりを対象とした窓口を設けるみたいなことをおっしゃっていたと思うのですけれども、そのよう

なのとは全く多分違うというのですか、もうちょっと一般の普通の人を対象にしてほしいというのですかね。やは

りそんなひきこもりの窓口ですといって一般人は行きますか。行かないでしょう。もうちょっと普通のひとり暮らし

の人が参加しやすいところを考えていただきたい。 
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 平成 29年度版の子供・若者白書で、若者にとっての人とのつながりという特集記事が組まれています。15歳

から 30歳未満の方を対象にしたアンケートなのですけれども、つながりのジャンルで、家族・親族、学校で出会

った友人、職場・アルバイト関係の人、地域の人、インターネット上の人、５分系しているのです。楽しく話せると

きがある、悩みを相談できる人がいる、困ったときは助けてくれる、他人には言えない本音を話せる、そう思うの

割合が書いてあるのですけれども、やはり若い人というのは地域の人とのつながりが一番低いのです。課題が

やはりあるのではないですか。実際に自分の居場所と思える場所が多い人ほど、生活の充実度も高いですとい

う結果が出ております。 

 困難、ひきこもりといった人ではなくて普通の若者、１人世帯、単身者が多いので、そういった人を対象にした

事業、取り組みが必要だと思いますが、いかがでしょうかというのと、あとは結婚支援に関してですけれども、す

る、しないは個人の自由で、行政が関与すべきではない、そういったお話だったと思うのですけれども、別に結婚

をしたくない人にしなさいなどというのは全く私も思っていないのです。結婚したいという人がいっぱいいるのにで

きていない、子どもが何人も欲しいけど１人しか産めない、やはりそういうのが課題なのではないかなと思うので

す。 

 福祉の向上というのは全ての市民を最低限にとおっしゃいましたよね。では、今の日本のこの人口政策は持続

可能ですか。可能ではないではないですか。生命が誕生して 40億年、長い歴史はありますが、やはり日本人

がどんどん衰退しているのは非常に課題があるというのを感じていただきたいと思いますので、もう一度改めて

地方公共団体の責務として、一番の市民の幸福度が抑えられているボトルネックはどこかというのは、やはりこ

の少子化なのではないかと私は思います。ほかの国と比べて平均寿命は短いですか。短くないではないです

か。やはり弱点は何かという認識をまたお伺いしたいと思います。 

 次に、この本会議場での挙式についてですけれども、年間 340日も活用していない。非常にもったいないと思

います。議会で決めたらどうかみたいなことをおっしゃっていたと思うのですけれども、議会というのは予算提案

権もありませんし、ぜひ行政として考えていただきたいなと思います。 

 次に、このクリーンセンターの新管理棟です。もう少しコンパクトにできるのではないか。兼用できないという答

弁がありましたけれども、市民から見ればやはりそうではないのです。市役所も面積は大きい。クリーンセンター

もすごく広々としている。そこにまた会議室も幾つも設けて、見学者ホールも設ける。やはりもうちょっと工夫でき

るのではないかなというのが一般市民の考え方だと思います。 

 もしかしたらちょっと答弁漏れだったかもしれないのですけれども、こちらの２のＢで、新管理棟はプラットフォー

ムを活用するといった設計であれば、整備費も抑えられたのではないか、こちらはもう一度答弁をいただきたい

なと思います。 

 環境省の廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱、こちらを見ますと、新設だけではなくて、増設や改造

に係る事業に対しても補助は出ていますので、十分こちらも考えられたのかなと思うのですけれども、もう一度

答弁をお願いいたします。 

 とりあえず以上でお願いします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  今のまず最初のほうの御質問の中で、意味のわかりかねる点が２点ございますの



で、そこはお答えいたしかねます。まず日本人の衰退に課題があるとの御趣旨での御質問なのですが、日本人

の衰退に課題という言葉の意味がわかりかねます。人口が減少していくということ、それ自体に私は危機意識を

持っておりますので、武蔵野市でも少子高齢社会への対応を最重要課題の一つとして捉えて取り組んでいくと、

施政方針でも予算でもお示しをしておりますが、日本人の衰退ということがわかりかねます。 

 あとは、市民の幸福度が抑えられているボトルネックは何かとの御趣旨での御質問でございますが、この市民

の幸福度が抑えられているボトルネックは何かという言葉の意味がわかりかねますので、お伝えをいたします。 

 そして、若者サポートやひきこもり事業は行う必要がないという御趣旨での御質問なのか、やや疑問なのです

が、やはり困難を抱えている若者に支援の手を差し伸べることこそが、行政の必要な責務であると考えます。相

談や居場所機能のある場所が吉祥寺に新設される予定ですので、悩みを持った若者などの仲間づくりにもでき

るものと期待されます。 

 なお、場所がないではないかとも受け取れたのですが、武蔵野プレイスや図書館やコミセンなど、大いにそうで

はないか、活用されているかと思いますし、さまざまな地域事業での出会いの場もあり、武蔵野市やコミセンが

行っている事業もあり、居場所だけではないコミュニティの創設を心がけていきたいと考えております。また市内

には、民間事業者によるさまざまなレジャー施設や文化施設も設置されておりますので、こうした場を利用しても

出会いの場となるかと考えます。 

 そして、予算の提案権はないと私は聞こえたのですが、議員としてこのような御指摘が大丈夫かなとちょっと心

配になるのですが、議員の皆様は、予算の提出権はないと認識しておりますが、提案する権利はございますし、

さまざまなこうした議会の場で皆様から御提案をいただいているという認識を持っております。 

 その上で、プラットフォーム、新管理棟と工場棟と分棟になっている、この部分で、さまざまな知見を持った識者

や専門家、市民を交えた委員会で検討してもらった成果と考えております。平成 23年の基本計画の時点から、

事務棟を別棟で、旧事務棟をエコプラザへを示し、長らく議論を重ねてきて、今日に至っていると認識をしており

ます。 

 以上です。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。ややかみ合ってないところがあったのかなと思いますけれ

ども、日本人が衰退していることは課題であるという趣旨で私は発言いたしました。現状、衰退以外何があるの

かなと思います。若者の居場所づくりで、ひきこもりや困難を抱えた人の窓口が必要ないのではないかと私は言

いましたか。言っていないですよね。普通の人が利用できる、そのちょっと色がかったものではないものがいい

のではないかと。やはり使いやすさというのも考えられるのかなと思います。コミセンや図書館などいろいろな場

所がある、民間の場所も施設もあるとおっしゃっておりましたが、だからそれで効果は十分なのですかというのを

僕は言っているのです。 

 先ほども申し上げました国の子供・若者白書でも出ているではないですか。若い人は地域のつながりが薄い、

困ったときに相談する人が少ないと。これは問題なのではないですか、課題はありますよねと。それに向けて現

状、効果は出ているのですかと。やはり今までのやり方を変えなければ効果というのは出ないわけです。ぜひ見

直していただきたいなと思います。 
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 エコプラザに関してですけれども、そのパブリックコメントのタイミングです。具体的にいつというのがちょっとわ

からなかったので、もう一度答弁いただきたいのと、パブリックコメントは、当然この事業に幾らかかるのかという

お金の話もあわせて記載しないと、市民はその価値判断ができないと思うのですけれども、その事業費やコスト

も掲載するということでよろしいのでしょうか、お伺いします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  エコプラザのパブリックコメントの時期がわかりかねるとの御質問でございますが、先

ほども御説明しましたが、今、市民会議でエコプラザ（仮称）の機能や運営方法等について議論を行っており、そ

の議論を踏まえて市の考え方をまとめ、施設整備の方針案として議会に報告する予定となっております。その後

にパブリックコメントを実施する予定となってございます。秋ごろには議論を終えて、市の考えをまとめていきたい

と考えております。 

 そして、先ほどの引きこもりサポート事業、若者に対する拠点についてでございます。４月からオープンする予

定となっておりますが、地域の若者支援の拠点としてさらに発展をしていきたいと決意を新たに、事務所を吉祥

寺の御殿山に移すものでございまして、ひきこもりに限定をしている場所ではございませんのでお伝えをいたし

ます。 

 今の時点でお伝えできるのはそのところなので、金額等必要な時期にお示しをしていきたいと考えております。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  パブリックコメントにエコプラザの事業費を、それも市民に伝える必要があると思い

ますので、その事業費の掲載もきちんとしますよねというのを質問しましたので、答弁をお願いいたします。 

 次に武蔵野市の若者サポートの事業というのも、年齢を見ますと 15歳から 18歳と書いてあるのです。やは

りことしの春から開設予定の御殿山のところも、より広く実効性のあるものにしていただきたいと思います。 

 あとは、エコプラザのパブコメですけれども、三鷹市では太宰治記念文化館、これは計画を見直しました。今月

のニュースに出ておりました。建設予定地に対する反対意見等、ふるさと納税や国による税制見直しによって、

税収減が見込まれるといったことを理由に挙げております。パブコメの内容次第では、それを見直す可能性もあ

るのかというのと、昨年善福寺川の区部流入増補管渠整備で、設計業務が無駄になってしまった経緯もありま

す。また平成 30年度の予算に設計予算が入っておりますが、やはりそういうパブコメとかが全部終わった後に

費用をかけるべきだと思うのですけれども、見解をお伺いいたします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  パブリックコメントにつきましては、コストも含めて必要な情報を示していきたいと考え

ております。 
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              （「議長、議事進行」と呼ぶ者あり） 

 

 

 

◯５ 番（山本あつし君）  先ほどの竹内議員の発言の中で、若者サポート事業について、色がかった人たちが

利用するという発言がありました。これについては、私の気持ちとしては、絶対に聞き捨てならないと思っていま

す。ですので、この言葉の意味について、きちんと議運で議論をしていただきたい、明確にオープンな場で議論

をしていただきたい。色がかった人たちというのはどういうことか、きちんと議論をしていただきたいと思います。

結論を出していただきたい。本人の見解も含めて確認をして結論を出していただきたいと思います。 

 

 

 

◯議 長（本間まさよ君）  発言については、後刻議事録を精査の上、処置することといたします。 

 一般質問を続けます。 

              （「議事進行、６番」と呼ぶ者あり） 

 

 

 

◯議 長（本間まさよ君）  ただいまの件であれば、私としては、議事録をきちんと精査した上で対応する。（「答

弁漏れ」と呼ぶ者あり）答弁漏れも再質問のところでやるということを議会運営委員会の中でも確認していること

ですので、それはルールですので、今後もやっていきたいと思います。 


