
◯議 長（本間まさよ君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、消滅可能性自治体である７つの友好都市との移住交流事業の導入等について、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）  まず初めに、３期 12年市長を務められました邑上市長に一言申し上げ

たいと思います。 

 市長という重責を担い、市政発展のために御尽力いただきましたこと、ありがとうございました。残り１

カ月ちょっとございますが、この１カ月でも何かまた、お、さすが武蔵野市、そのようなことにもし取り組

めるのでありましたら、ぜひ着手していただきたいなと思います。 

 では、一般質問に入らせていただきます。消滅可能性自治体である７つの友好都市との移住交流事

業の導入等についてです。 

 Ａ、土地所有者不明防止策について。本年６月に、所有者不明土地問題研究会が、相続未登記など

で所有者がわからなくなってしまっている可能性のある土地面積は、九州よりも広いおよそ 410万ヘ

クタールに達するとの推計結果を発表しました。全国の登記された土地およそ２億 3,000万筆のうち

２割が所有者不明とのことで、土地活用の形態や課税漏れの発生が指摘されております。また、これ

は決して地方だけの問題ではなく、総務省の推計では、土地の資産価値の高い都市部においても

6.6％の土地が所有者不明とのことで、相続による所有権の細分化も問題になってきております。 

 そこで市長に質問いたします。 

 １、市内において土地所有者不明による固定資産税の徴収や建物の老朽化、ごみの不法投棄、公

共事業等に関する課題の発生状況についてお伺いいたします。 

 ２、国土交通省が、所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインを

策定しておりますが、本市における土地所有者不明問題の今後の対策について市長の見解をお伺い

いたします。 

 ３、相続人不在の場合など国庫に納付される遺産は年 400億円と、この 10年間に 2.5倍も増加し

ております。そこで、今後増加するであろう相続人不在の市民に対して遺産が国庫に納付されてしまう

よりも、公益団体や市への遺贈となるよう働きかけ等の対策が必要だと考えますが、本市における国

庫納付される遺産の現状と今後の対応策について市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｂ、友好都市との移住交流事業等についてです。内閣府の農山漁村に関する世論調査 2014年に

よりますと、20代から 60代はおよそ３人に１人、70代以上では５人に１人の割合で地方定住の願望

があるとのことです。また、その定住実現の時期に関しては、60代でおよそ 45％、70代以上ではお

よそ 60％の割合が５年以内とのことです。現在本市は、友好都市として富山県南砺市、長野県安曇

野市、長野県川上村、千葉県南房総市、岩手県遠野市、新潟県長岡市、広島県大崎上島町、山形県

酒田市、鳥取県岩美町と９つの自治体と交流を図っておりますが、これらの自治体のうち７つもの自治
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体が消滅可能性自治体と指定されており、今後の存続が危ぶまれております。 

 また、日本創成会議によると、首都圏では高度経済成長期に流入した住民の多くが高齢化し、2025

年に 75歳以上の後期高齢者は 10年前と比べて 175万人増加し、介護需要は東京 38％増、神奈

川 48％増、埼玉 52％増、千葉 50％増、そして 13万人分もの介護病床不足が見込まれているとの

ことです。つまり、地方の消滅と東京の老化に対応していかなければなりません。 

 そこで市長に質問いたします。 

 １、このまま友好都市が人口を維持することができなければ消滅してしまう可能性があると考えます

が、その対応策について市長の見解をお伺いいたします。 

 ２、友好都市とのＣＣＲＣ連携の可能性について、市長の見解をお伺いいたします。 

 ３、友好都市とのＩターン、Ｕターン連携の可能性について、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｃ、この 12年間の邑上市政についてお伺いいたします。 

 １、邑上市長は、武蔵野市第５代市長として、３期 12年務め上げられましたが、自分が市長であった

からこそ実現できたという取り組みや政策等がありましたら、市長にお伺いいたします。 

 ２、在任期間中に邑上市長が国や都に提出された意見、要望書等の数や状況についてお伺いいたし

ます。 

 ３、邑上市長は、前市長の多選批判をされ、市長の任期は長くても３年とおっしゃっておりましたが、

なぜ３期が適正だと判断し、また、実際に３期で退任されることを決断されたのか、お伺いいたします。 

 ４、邑上市長は、市長の退職金削減に関する条例は、就任後すぐに制定されましたが、なぜ市長の

任期に関する条例はつくらなかったのか、お伺いいたします。 

 ５、12年前の施政方針の挨拶にて、自治基本条例の制定に言及されておりますが、依然検討段階

であります。３期 12年にて実現できなかった要因をどのように分析されているのか、市長の見解をお

伺いいたします。 

 ６、12年前の施政方針の挨拶にて、千葉県市川市の住民税１％支援制度の例を引き合いに、市民

がどの市民活動団体に予算づけをするのかを決める制度について、本市に合わせて研究してまいり

たいとあります。直接民主制にもつながるよい制度だと考えますが、この 12年間での進捗状況をお伺

いいたします。 

 ７、市長は就任後、武蔵野プレイスの当初の建設基本計画を見直し、駅前の一等地にもかかわらず

施設の容積率を縮小することを判断されました。現在、武蔵野プレイスは当初見込み年 80万人の倍

以上もの来館者数となっておりますが、当時の判断を今となってはどのように分析されているのか、お

伺いいたします。 

 ８、賛否両論がある中、駅前の喫煙所を撤去されたことについては、非常に市長のリーダーシップを

感じております。現在、吉祥寺南町にて保育園建設という、多くの陳情もいただいている、進めるべき

政策がストップしておりますが、これについても市長のリーダーシップを発揮すべきだったのではと考え

ます。待機児童の早期解決はもとより、園庭のある環境のよい保育園を確保していかなければなりま

せん。決着がついていない吉祥寺エリアの保育園建設について、決断を見送った理由と、反対住民が

ゼロにならない場合の対応策についてお伺いいたします。 



 以上、壇上からの質問を終わります。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  それでは、竹内まさおり議員の一般質問にお答えしてまいります。７つの友

好都市との移住交流事業の導入等についてということでございます。 

 まず最初にお尋ねの、土地所有者不明防止策についてということでございますが、市内において土

地所有者不明による固定資産税の徴収や、建物の老朽化、ごみの不法投棄、公共事業等に関する課

題の発生状況について、あわせて２番目で、本市における土地所有者不明問題の今後の対策につい

てということでございますが、一括して対象別にまとめて御答弁したいと思います。 

 まず、固定資産税の徴収についてでございますが、固定資産税においては、所有者が不明で探索の

必要がある土地は現在ございませんが、所有者が死亡し、法定相続人が不存在の場合や、相続を放

棄していることにより課税保留となっている案件は、29年８月現在３件ございます。しかし、本市内の

土地については、資産価値が高いことから、長期間所有者不明のまま放置されることは基本的にはな

いというふうに考えています。これまでの事例では、法定相続人が不存在の場合や、相続を放棄して

いる場合、近親者や債権者などの利害関係者により相続財産管理人選任申し立てが行われ、遺産が

清算されることで、保留分の納付が行われるとともに新たな所有者が確定されており、長期にわたって

所有者不存在のまま課税が保留されている例はございません。 

 次に、建物の老朽化に関してでございますが、建物所有者がいない場合、管理不全となり老朽化し

ていくことが想定されますが、また、樹木の越境、景観・防犯・防災等の面で周辺環境への影響が出て

いるような管理不全の状態となれば、これは現状で老朽化していなくても、所有者不明の有無を問わ

ず、本年３月に制定した武蔵野市空き家等の適正管理に関する条例に基づき対応をしておるところで

ございます。 

 次に、ごみの不法投棄についてでございますが、空き地の所有者不明土地に関するごみの不法投

棄など環境面の課題については、所有者不明の有無を問わず武蔵野市あき地の管理の適正化に関

する条例に基づき対応しているところでございます。 

 公共事業等についてでございますが、道路用地等の公共用地の確保に当たりましては、所有者が特

定できず現在調査中の案件は若干あるということでございます。 

 次に、遺産が国庫に納付されてしまうよりも公益団体や市への遺贈となるよう働きかけが必要だと考

える。本市における国庫納付される遺産の現状と今後の対応策について見解をということでございま

すが、本市における国庫に納付された遺産の額や件数などの詳しい情報は、市としては把握をしてご

ざいません。寄付や遺贈はあくまで御本人の意思が尊重されるものというふうに考えておりますので、

期待をしたいところでございますが、市としては、遺贈を積極的に働きかけることは考えていないという

ことでございます。 

 福祉公社では、これまでの包括的な利用者支援の過程で、相続人がいない市民には、没後の資産

関係の清算が迅速かつ確実に実施されるよう、公正証書遺言の作成に対する支援を行っております。
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また、福祉公社では、一般市民を対象に平成 17年度から老い支度講座を開催しておりますが、その

中で、相続人が不存在の場合の遺言作成の必要性についても解説をしているところでございます。現

状で福祉公社を中心に支援の体制があるので、活用していただけるようさらにＰＲをしていき、御相談

いただいた際にはしっかりと対応していきたいというふうに考えています。 

 次に、友好都市との移住交流事業等についてということで、このまま友好都市は人口を維持すること

ができなければ消滅してしまう可能性があると考えるが、その対応策について見解をということでござ

いますが、消滅可能性都市ということで決められたわけではないというふうに認識をしてございます。こ

れはあくまでも日本創成会議における一つの見解だというふうに思っております。具体的な市町村名も

含めて公表されたものでございますが、出産適齢期の女性人口の推移による分析が中心であること、

そしてまた、東日本大震災をきっかけに進んでいるふるさと回帰の流れも今出てきているような状況で

ございます。そのような状況は余り加味されていないということもありまして、あくまで可能性の一つと

いうことで、そのシミュレーションの結果であるというふうに捉えるべきではないかなというふうに考えて

おります。 

 本市では、都会と地方がお互いに失いつつあるものを補い合い、共存していくことを目的として、御案

内いただきましたが、国内９つの市町村と友好関係を結び、イベントでの物産販売あるいは市民相互

の交流などを実施しているところでございます。国内９つの友好都市間の緊密な協力関係の構築と、

友好交流の促進を目的として、武蔵野市交流市町村協議会を設置し、毎年協議会を開催し、各市町

村の首長、議長、職員などを中心に情報交換や研修を行っているところでございます。交流を行ってい

る９つの友好都市でも、それぞれが地方創生事業としてさまざまな取り組みを行われておるところでご

ざいますので、武蔵野はそれぞれの地方都市と違った立場、つまり、消費生活型の都市であるという

ほかの都市とは違った立場でございますので、今後、友好都市の交流の中で、御指摘のような移住交

流事業も含めて何ができるのか考えてみる必要もあろうかというふうに考えているところでございます。 

 次に２番目で、友好都市とのＣＣＲＣ連携の可能性についてということでございますが、平成 27年

12月に日本版ＣＣＲＣ構想有識者会議が、「生涯活躍のまち」構想を発表しておりますが、その中で、

「生涯活躍のまち」構想、日本版ＣＣＲＣの基本的な考え方を整理されているところでございます。本市

では、第五期長期計画・調整計画において、全ての市民が住みなれた地域で安心して生活が続けられ

ることを理念とする地域リハビリテーションの実現を掲げているところでございます。またさらに、現行

の高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画においても、2025年に向けて本市が目指す高齢者の

姿として、いつまでも生き生きと健康に、ひとり暮らしでも、認知症になっても、中重度の要介護状態に

なっても、住みなれた地域で生活を継続できることを目標に各種施策を積極的に展開をしてまいりまし

た。次期の高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画については、現在策定委員会において活発な

議論が継続中でございますが、住みなれた地域での生活の継続といった基本的な考え方は、現計画

を踏襲し、その実現に向けた施策の充実を図るべきだというふうに考えているところでございます。 

 なお、市の友好都市においては、山形県酒田市が、政府の掲げる生涯活躍のまち、日本版ＣＣＲＣ構

想導入を検討されて、既にコンサルタント会社と提携し、調査をし、その中間報告をまとめられていま

す。中間報告では、100人の受け入れで年間１億 8,000万円程度の消費が見込まれるとし、人口増



加により国からの普通交付税の一定増加する旨も試算をされているところでございます。これらの中間

報告をもとに、今後酒田市は来年度には首都圏での窓口を開設し、高齢者の移住募集を行いたいと

いったような考えであると聞いております。今後、友好都市ともこのような情報交換をさせていただきな

がら、私どもとして何ができるか、研究を進めていけたらというふうに考えています。 

 次に３点目、友好都市とのＩターン、Ｕターン連携の可能性について見解をということでございます。武

蔵野市の友好都市である市町村では、それぞれＵターン、Ｉターンに関する各種相談の設置や就職支

援、創業支援などさまざまな取り組みを実施されておられます。例えば富山県南砺市では、大学３年生

を対象とした採用支援事業を商工会と連携し実施されています。酒田市では、Ｊまで含まれますが、Ｕ・

Ｉ・Ｊターン人材バンクとして、市内企業と就業を希望する方とのマッチング支援や各種情報提供を実施

されています。また、鳥取県岩美町ではＵ・Ｉ・Ｊターンの方に向けて住居補助金制度を制定されている

と聞いているところでございます。 

 移住・定住促進事業についてでございますが、この事業についても各友好都市でこのような取り組み

を行っていると聞いておりますので、例えば南砺市では、さらに、南砺で暮らしません課という課を市役

所の中につくられていて、定住奨励金や空き家バンクの設置、介護人材移住受け入れ支援事業などを

行っているということでございます。長野県安曇野市では、移住セミナーや現地ツアー、安曇野お試し

住宅、各種情報提供などのサポートを行っているとのことです。岩手県遠野市では、遠野市に移住・定

住したい方々を支援する定住促進事業、で・くらす遠野を展開されています。広島県大崎上島町では、

定住希望者に向けて生活情報や相談や仲介などの支援を行うためのアドバイザーを設置されている

とのことでございます。 

 友好都市の取り組みとの連携という御質問でございますが、友好都市からの依頼に基づく情報提供

については、現在もチラシの設置などを行わせていただいているところでございます。ホームページや

ＳＮＳを活用した情報発信など、可能性は今後あるというふうに考えています。Ｕターン、Ｊターン、ＣＣＲ

Ｃも含め、友好都市ともさまざまな情報交換をしながら、可能な連携のあり方については、今後よく研

究を進めるべきだというふうに考えています。 

 次にＣとして、12年間の市政についてということでございます。市長であったからこそ実現できたとい

う取り組みの政策などがありましたらということでございますが、長期計画を初めとした計画策定に当

たり、公募市民委員の参加、無作為抽出のワークショップなど、新たな市民参加の手法もこの間取り入

れてこられたのではないかなと。つまり、市民の声をできるだけ取り入れて、それを反映するようなこと

を進めてきたということもございますし、予算編成過程における査定額の公表など、市の情報をできる

だけ公表するように心がけてきたつもりでございます。具体的な事業としましては、例えば中学校の給

食に始まり、保育園の定員の拡充、あるいは路上放置自転車を一掃していくような取り組み、水害を軽

減し水循環都市を前進させてきたこと。またあわせて、憲法・平和・文化施策の推進、平和の日の制定

など、さまざまなことに取り組んでこられたのではないかなというふうに思っています。 

 また、健全財政をしていこうという中では、みずからにかかわる取り組みの中では、退職金の３分の１

の削減、また、市長交際費を５分の１に下げたというようなことも経費削減に効果が少なからずあった

のではないかなというふうに思っております。ただし、今申したような事業、成果は、これは私がやった



という、主語が私ではないというふうに私は思っております。これは、市民とともに議会や職員も含めて

皆で力を合わせて取り組んできた成果であるというふうに考えています。次期市長もぜひ、「私が」を主

張する市長ではなくて、市民とともに歩む市長であってほしいというふうに思っています。 

 次、２番目でございますが、在任期間中に国や都に提出された意見、要望書の数や状況についてと

いうことでございます。全般的には、都市共通の課題は、これは日々の市長会の活動の中で、東京都

市長会ないしは市区長会ないしは全国市長会などで、多くの共通課題に関する提言、意見書等を東京

都、国等に掲げてきたところでございます。武蔵野市独自の要望、意見につきましては、国に対する要

望については、例えば三位一体改革に際しての新たな財源補填の要望、子宮頸がんワクチンなどの

予防接種にかかわる財源措置の要望など６件、東京都に対する要望については、大規模小売店舗立

地法の弾力的な運用についてなど２件行っております。またその他、北朝鮮の核実験に関しまして抗

議文をこれまでに、昨日再度送りましたので、６回送付をしたこととなります。 

 ３番目、なぜ３期が適正だと判断し、また、実際に３期で退任されるのかということでございますが、今

から 14年前、前市長が６期 24年を目指して市長選に立候補されたときに、さすがにこれは長過ぎる

なということと、やはり長期政権で市長がかなり独善的になっているのではないかということから、市長

の任期はその半分、３期 12年程度がいいのではないかと訴えて、私も市長選に立候補した経緯もご

ざいます。残念ながら、その市長選挙は落選となっております。12年というのは大変長い期間だなと

いうふうに思いますし、子どもに例えれば、小学校１年生が高校を卒業するという長い期間でございま

すので、それなりに長い期間だなというふうに感じますが、今回、今期で退任させていただきますけど

も、もちろん今まで全力で走ってきたという思いがあるし、その全力で走ってきたまま次の方にバトンタ

ッチするのがよりよいのであろうというふうに思いました。またあわせて、市長選が終わって次の年から

は、いよいよ次の長期計画、第六期長期計画の策定が始まるわけでございます。長期計画というのは

10年を超える長い計画でございますので、その計画の策定をやはり新しい市長が策定当初からかか

わって、それを実際に実行していくという姿のほうがよろしいのではないかというふうに考えたからであ

ります。 

 次に、退職金削減に関する条例は制定をしたが、市長の任期に関する条例はつくらなかったが、な

ぜつくらなかったのかということでございます。退職手当につきましては、これは条例で定められている

ものなので、削減するには条例で規定するしかないのです。ですので、条例で制定をいたしましたが、

見直しをさせていただいていますが、退職金手当削減は、これはあくまで私の政治的な判断として行っ

たものなので、私の任期に限定して、毎期ごとに削減について条例の一部改正をお願いしているところ

でございます。多選の自粛は、そもそも条例を制定しなくても、市長が個人としてこれを判断することが

できますので、また、多選が問題であるかどうかは、選挙を通じて審判を下されることでございますの

で、多選自粛条例は、特に必要だとは考えておりませんでしたので、条例制定は提案してございませ

ん。 

 次に、自治基本条例の制定について、なかなか実現できていない要因はということでございますが、

自治基本条例の制定に向けた取り組みとしては、庁内検討委員会やワーキングを設置し、他の自治

体へのアンケートや視察を実施するなど、これまでの間継続的に検討を行ってきた経過もございます。



平成 24年には、分権時代の自治体運営の基本ルールを考えるシンポジウムを、平成 22年には武

蔵野市の市民自治の未来を考える連続講座を開催した経過もございます。自治基本条例は、二元代

表制の両輪である市長と議会それぞれの役割や関係性を明らかにし、市民の信託に応えるための市

政運営の基本ルールであるという考えのもと、執行部側だけで検討を進めるのではなく、議会とともに

検討を行うという目的で、執行部側と市議会代表者会議との間で協議の場を設け、継続的に意見交換

を行ってきた、このように認識しているところでございます。その協議の場において、昨年、平成 28年

の８月に、市議会議員を含め今後外部の委員を入れた委員会を立ち上げて具体的な検討を行ってい

きたい旨を議会側に改めて提案し、そして合意を得たことにより、昨年 11月に市議会議員２名を含む

自治基本条例に関する懇談会を設置し、現在に至っているところでございます。議会の皆様とは丁寧

な議論を行うことを大事にして、これまでの間議論を重ねてきたため、検討には時間を要しております

が、その議論の結果を生かし、市民の信託に応えるための自治体運営のルールづくりへと着実につな

げていきたいというふうに考えているところでございます。 

 次に、Ｃの６番目で、市川市の住民税１％支援制度に関して、市ではどのような研究が進んでいるか

というような御質問でございます。本市の市民活動団体やＮＰＯなどへの財政的支援、補助金制度に

ついては、平成 19年のＮＰＯ活動促進基本計画、24年の市民活動促進基本計画やことしの改定計

画などの策定の中、検討を進めてまいりました。千葉県市川市の住民税１％支援制度は、個人住民税

の１％を自分が選んだ団体の事業支援に生かせる制度として、平成 17年度から始まり、27年度に

終了されています。本市でも実施している自治体の視察などを行い当該制度の研究を行ってまいりま

したが、結果として、事務処理の煩雑さや、特定の団体に支援が集中し、公平性に疑念があることなど

が課題として挙げられたところでございます。このため、本市では、従来の特定非営利活動法人補助

金交付事業、いわゆるＮＰＯ補助金事業を見直し、予算額を増加するとともに、公開プレゼンテーション

や地権者による審査会の設置、審査基準の明確化などにより公平性を図る手法を選択し、今日に至っ

ているところでございます。今後もこのような制度はぜひ継続をすべきと考えているところでございま

す。 

 次に、プレイスに関するお尋ねでございます。施設規模を縮小された当時の判断を今となってはどの

ように分析されているかということでございます。御指摘のとおり、平成 28年度の来館者数は年間

195万人ということで、当初の見込みを大きく上回る御利用をいただいているところでございます。特

に土日等、曜日によっては大変閲覧席なども混み合って御不便をおかけしているところもございますけ

ども、職員による声かけや譲り合いなど、工夫によって全体として適正な運営ができていると考えてお

ります。施設の規模についてはいろいろ見方があろうかと思いますが、また、評価もあろうかと思いま

すが、景観に配慮した規模、機能に応じた適切な規模、隣接する境南ふれあい広場公園との一体的

利用、駅至近の開放感のある風景など、それらは現時点ではプレイスの魅力の一つであるというふう

に思っています。 

 当時の判断の分析という御質問でございますが、施設規模を縮小したとの御指摘でございますけど

も、計画の決定に当たっては、さまざまな経過を経て、必要な機能を確保した上で設計を精査し、小規

模な縮小にとどめたものでございます。このことは適切な判断であったというふうに認識してございまし



て、また、設計もデザインから全て見直したことが、結果として現在のプレイスがこれだけ愛される施設

になったのではないかというふうに考えているところでございます。 

 次に、最後です、リーダーシップを発揮して吉祥寺南町における保育園施設建設を進めるべきでなか

ったのかという御質問でございますが、保育園建設に当たっては、末長く同地で保育園を運営していく

上で、地域の理解と協力が不可欠であるというふうに認識してございます。吉祥寺南町の保育園建設

については、近隣の方々と良好な関係を構築しながら協議を進めていくべきだと考え、そのように今進

めているところでございます。吉祥寺南町の市有地における保育園建設については、これまで５回の

説明会と近隣への戸別訪問にて御理解いただくよう説明を重ねているところでございますが、残念な

がら、当該地での保育園建設の必要性について納得が得られないほか、建設におけるさまざまな不安

や心配について御理解いただけていない状況でございます。近隣住民の理解に努める時間をいただく

ことを踏まえ、今後の事業者公募や工事期間などを鑑みると、来年４月の開設が難しくなったために、

先日の文教委員会にて 30年４月の開設を先送りする報告をさせていただきました。近隣住民の方々

の納得の得られるよう、また、建設における不安や心配を取り除くべく、今後も丁寧な話し合いを続け、

御理解をいただくよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  御答弁ありがとうございます。まず、Ａの土地所有者不明防止策について

ですけれども、今のところ固定資産税が所有者不明で徴収できていないという現状はないということ

で、かしこまりました。あるのは、まだ相続分が決まっていない、そういった問題のあるところだというこ

とで理解いたしました。 

 武蔵野市は土地の価値というのが高くて、相続による登記というのは義務ではないですけれども、第

三者に向けての対抗要件となるために、登記する人というのはしっかり今のところまだいらっしゃると思

います。この３番の相続人不存在、こういった問題は今後でも結構見込まれるのかなと思っておりまし

て、独居老人の比率がふえるといった推計がありますけれども、子どもがいない、そういった人たちも

ふえております。国庫に納付されてしまう遺産の状況は余り把握されていないということでしたけれど

も、例えば福祉公社でしたか、資産を遺贈してもらったということがあると思いますが、そういったロー

ルモデルになり得るものをもうちょっとＰＲして、遺産の遺贈先の一つとして市でも受け入れ態勢があり

ますよといったことはもうちょっとＰＲできるのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次にＢの友好都市との移住交流事業等についてですけれども、毎年夏、ジャンボリーでいつもお世話

になっております川上村、実は、2040年までに、日本創生会議の推計によりますと、二、三十代の女

性が 89％減少すると推計が出ております。あと 23年ですけれども、二、三十代の女性が今の１割ぐ

らいの人口になってしまう。これは大変深刻な問題だと私は考えます。今後どんどん地方でも空き家と

いうのも出てきますし、大学のキャンパスの余裕というのもどんどん出てくるのかなと思います。高齢者

の人を地方に移住を促すというのは、今杉並区でうば捨て山ではないかみたいなことを言われており

http://asp.db-search.com/musashino-c/dsweb.cgi/document!1!guest02!!15691!0!1!1,-1,1!4630!227848!1,-1,1!4630!227848!5,4,3!8!13!236997!28!3?Template=DocPage&DocumentSelect=All#hit6


ますが、必ずしもそういったネガティブな発想ではなくて、地方の魅力というのはすごく僕はあると思う

のです。なので、地方に移住して第二の人生を満喫しているような人というのもやはりもうちょっとクロ

ーズアップして、もっともっと地方の活性化と、そして東京の老化問題につながることができるのかなと

思います。 

 市長は、全ての市民が住みなれた地域で暮らせるようにという計画で考えられているとおっしゃって

おりましたが、一見そのとおりなのかなと思うのですけれども、見方によれば、やや内向きなことも考え

られ得るのかなというのを実は私は感じておりまして、やはり常に何か新しいことにチャレンジするとい

った気概というのも必要だと考えております。日本は創業率がすごく低いとか問題になっております

が、内向的にならずに、もっともっと挑戦することのわくわく感というのですか、そういうものをもうちょっ

と提示できる可能性があるのかなと思います。酒田市のほうでは国の事業としてＣＣＲＣに着手される

といったお話をされておりましたが、これも武蔵野市民は多分知らない方がたくさんいらっしゃると思い

ます。酒田市さん、友好都市が始めますよというのも、地方でこういった取り組みがありますという、もう

ちょっと武蔵野市民に対してのＰＲの連携というのも、チラシを置くだけではなくてやっていっていただき

たいなと思います。 

 そして、高齢者の方だけではなくて、ＩターンやＵターンに関しましては、市長は御存じのとおり、日本

の労働生産性がすごく低いことが指摘されております。ＯＥＣＤの 35 カ国中、今 20位という結果にな

っております。なぜ労働生産性が低いか、その足を引っ張っている大きな要因が第三次産業なので

す。第三次産業の付加価値がすごく低いことが指摘されております。都市部での就業というのは基本

的に第三次産業になってしまいますので、それでしたら、第一次産業へのてこ入れ、職業紹介というの

をもうちょっと積極的にしていけるのかなと。僕の世代では、まだ東京で消耗しているのかみたいな言

われ方もあったりするのです。わかりますか。都市部に出て何かサービス業につくよりも、地方での仕

事の魅力というのももっと伝えられるのかなと思うのですけれども、その辺のもうちょっと後押しの可能

性についてお伺いしたいと思います。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  再質問は最後のほうだけでしょうか。ちょっと最初のほうから御意見かと思

いますけれども、福祉公社では、特に老い支度講座なんかも行っておりますので、遺言の書き方とか、

そういうことの相談に乗れるような体制はぜひ拡充すべきではないかなというふうに思っています。御

案内と思いますけれども、福祉公社にはさまざまな遺贈物件も結構来ているということで、20年度以

降に相続人から市に寄付いただいた件数も、土地建物で７件で、土地で 1,554平米分です。それか

ら現金で 10件で２億 9,000万円相当、結果としてそういう形にもなっているということで、それは希望

してもらったわけでは決してないわけでございますので、そういう形で、特に相続人がいらっしゃらない

単身の方を含めて、丁寧な相談体制をしっかりととっていくということも必要ではないかなというふうに

思っています。 

 友好都市の各都市は大変厳しい状況でございます。特に人口増のところはほとんどなくて、減少傾



向にある。しかし、それぞれがどうしたらその減少傾向に打ち勝つことができるのだろうかということで

工夫をされているし、御紹介いただきました川上村では、御案内のとおりレタス産業で大変すばらしい

成果も上げているということで、今後どのような形でレタス産業が発展するかによっては、さまざまな方

が、外国の方も含めてかもしれませんけれども、この川上村に人口移動が起こる可能性もあるわけで

ございますので、そういうことは私どもとして、友好都市としてどういう支援ができるのかについては、今

後いろいろ川上村とも話し合う場面があってもいいのではないかなというふうには思っています。 

 同じように、それぞれの自治体で行われている事業は、もちろんＰＲの依頼があればしていきますし、

その政策自体がほかの友好都市にも参考になる可能性もございますので、友好都市間、武蔵野市友

好都市連絡協議会の中でもそういう情報の共有を図っていくということも必要かというふうに思います

ので、それぞれがメリットとなるような交流を続けていければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。ぜひ武蔵野市が、友好都市とのつき合いに関しま

しては、あちら側が何か提案してくるよりも、積極的に何か提案を働きかけてサポートしていっていただ

きたいと思います。 

 次に、Ｃに関してですけれども、市長が在任期間中に、先日の北朝鮮の核実験に対しても非難声明

を出されるということで、お隣三鷹市さんと同じように活動されているのだなというのがわかりました。 

 １つ私の質問の中で御答弁がなかったかなと思うのが最後の８番で、保育園建設に関してなのです

けれども、反対住民の理解が得られなかった場合、その最終的な判断というのはやはり政治的な判断

になるのかなと思うのですけれども、市長はどのように考えられているのか、お伺いしたいと思います。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  御指摘のとおりでございますが、保育園建設というのは必ずしも近隣住民

全員の賛同がなくても、これは可能ではあります。しかし、先ほども申し上げましたとおり、開設後も地

域の協力を得ながら運営していくことを考えますと、やはり十分な理解をいただく必要があるし、それが

望ましいと考えておりますので、なるべく御理解いただくよう努力をしていくべきではないかなというふう

に思っています。ただ、結果として、どうしても反対される方がいるからこれはもう先送りということには

ならないのではないかなというふうに思いますので、一定程度の理解が得られたと判断したときに次の

ステップに進むべきだというふうに考えております。 

 以上です。 
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