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2017.11.24 ： 平成 29 年第４回定例会（第２号） 本文 

 

◯議 長（本間まさよ君）  次に、施政方針について、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）  それでは、むさしの志民会議を代表しまして代表質問をさせていただきます。 

 12年間に及ぶ邑上市政も終わりを迎え、先月、ここ武蔵野に新しい市長が誕生いたしました。前市長はタウンミー

ティングに取り組まれるなど、積極的に市民意見を集めようと努められたことは評価いたします。しかし、大きな改革と

言えば、中学校の学校給食の実現といった改革くらいで、何をなし遂げたい市長なのか、残念ながらなかなか伝わっ

てきませんでした。選挙で選ばれた政治的正当性のある我々政治家は、単純に市民意見を聞くだけではなく、時には

嫌われ役も引き受け、自分が正しいと思う方向性やビジョンをしっかりと示し、新たな道を切り開いていくことが重要だ

と考えます。松下新市長におかれましては、邑上市政の継承と発展を掲げておりましたが、後継者指名は受けており

ません。したがって、当たりさわりのない市政運営ではなく、松下市長のアイデアや得意分野を思う存分に発揮し、こ

こ武蔵野が日本改革の旗手となれるよう、ぜひとも課題と戦う市長、子どもに明るい未来を残せる市長であってほしい

と願います。 

 それでは、質問に入ります。 

 １、松下市長は、選挙公約として邑上市政の継承を掲げておりましたが、邑上市政に対する課題や、見直したいまた

は改めたいといった政策等はどのようなものがあるのでしょうか。市長の御見解をお伺いいたします。 

 ２、本市の人口ビジョンによると、人口移動は 18歳から 22歳にかけて転入超過となっておりますが、20代後半か

ら 30代後半にかけて転出超過となっていることがわかります。松下市長は、誰もが住み続けられるまち武蔵野を掲

げておりますが、この転出の原因はどのように考え、これに対してどのような対応策を行おうと考えられているのでしょ

うか。市長の御見解をお伺いいたします。 

 ３、本市の重要課題の一つとして少子高齢化への対応が掲げられております。平成 28年の合計特殊出生率は、全

国平均 1.44、東京都平均 1.24、そして区部平均が 1.22、そして市部平均が 1.31 となっております。ではここ武

蔵野市はどうでしょうか。幾ら子どもが増加傾向だといっても、1.19 といずれの平均値よりも低く、今回も多摩 26市

ではワースト２位と不名誉な結果でありました。国内トップクラスの財政力がある自治体であるにもかかわらず、少子

化改善に寄与できていないのは本市最大の問題だと考えますが、この要因はどのように考え、また、どのような解決

策を考えられているのでしょうか。市長の御見解をお伺いいたします。 

 ４、出生率の改善には妊娠期からの切れ目のない支援だけではなく、その前段階である結婚支援から取り組むこと

が重要だと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。 

 ５、待機児童ゼロを２年以内に実現するとありますが、どのようなロードマップを考えられているのでしょうか。ほかの

議員が質問した内容とかぶる部分があると思いますが、スケジュールや予算規模、そして質の担保など、市長の御見

解をお伺いいたします。 

 ６、松下市長は、都議会議員時代に生後一、二カ月のお子様を認証保育園に預けられたとあります。議員は任期つ

きの特別職でありますので、単純に一般勤労者の方とは比較ができませんが、内閣府女性のライフプランニング支援
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に関する調査報告書によれば、３歳以下の子どもがいる女性に理想的な働き方を聞いてみると、働きたくないが約６

割、家庭でできる仕事が２割、短時間勤務が１割とあり、フル勤務希望の方は１割にも満たないことがわかります。そ

こで、こういった方々の希望も実現すべく、保育所のような乳飲み子を預ける仕組みづくり整備だけではなく、そこにか

かる費用を子ども手当や子育て応援バウチャーとして支給するといった方法も導入すべきだと考えますが、市長の御

見解をお伺いいたします。 

 ７、吉祥寺南町３丁目の保育園建設に関して、近隣住民合意がなかなかとれない状況でありますが、この要因と打

開策について市長の御見解をお伺いいたします。 

 ８、松下市長のお子様は私立の小学校に進学されているとお伺いしておりますが、本市の公教育に対する課題はど

のように認識されているのでしょうか。市長の御見解をお伺いいたします。また、先日の東京新聞には、小中一貫教

育には消極的だとの市長コメントが掲載されておりましたが、自身のお子様には小中一貫校に通わせていらっしゃる

ともお伺いしております。これでは市民に説明がつかないのではと考えますが、あわせて市長の御見解をお伺いいた

します。 

 ９、小中一貫教育の実施においては、全市的にするしないのゼロか 100かの議論ではなく、部分的に試行するとい

ったことも考えられると思います。ゼロか 100で考える現在の教育委員会の方針に対する市長の御見解をお伺いい

たします。 

 10、現在、むさしの志民会議では、子どもの権利条約の批准を踏まえ、子ども条例（仮称）を研究しておりますが、も

し市長が子育て応援宣言をされるのであれば、条例制定に向けたお考えなどはあるのでしょうか。市長の御見解をお

伺いいたします。 

 11、市長は都営水道の早期一元化を掲げられておりますが、本件は都議の時代に既に大きな課題として市議会で

も認識されていたことであります。これまで都議として東京都にどう働きかけをしてきたのでしょうか。また、前市政に

おいてなかなか実現しない要因はどのように捉え、また、今後何を改善しようと考えられているのでしょうか。市長の

御見解をお伺いいたします。 

 12、誰もがわかりやすい市政情報の発信を進める、より一層の市民参加を進めるとありますが、広聴広報のあるべ

き姿と現状の課題認識について、そして改善策をお伺いいたします。 

 13、自治基本条例には議会の役割も明記すべきとありますが、現在、議会にて議論されている議会基本条例（仮

称）についてはどのように認識されているのでしょうか。市長の御見解をお伺いいたします。 

 14、市長は 18歳までの医療費無料化を掲げられておりますが、高校生世代は体力もあり、余り病院を使う機会も

少ない状況であります。仮に実施した場合、財源を幾らと見積もり、また、行政効果としてはどのように考えられている

のでしょうか。市長の御見解をお伺いいたします。 

 15、近隣自治体や友好都市などを含めたコンテンツ産業者の横のつながりを支援し、武蔵野市の地場産業として発

展させたい、市内の成長を続けている個性豊かな企業と連携し、経済の活性化を図っていきたいとありますが、具体

的にどのようなイメージをされているのでしょうか。市長の御見解をお伺いいたします。 

 16、企業誘致などを視野に入れた新たな産業政策とありますが、武蔵野市は、他の自治体と異なり面積が小さく、

また、地価も高い状況であり、いわゆる一般的な企業誘致政策は困難であると考えます。そこで、市長はどのような企

業誘致を考えられているのでしょうか。市長が持たれている具体的なイメージをお伺いいたします。 

 17、吉祥寺南口のパークロードの歩行者環境の改善とありますが、なかなか改善が進まない要因をどのように捉

え、今後どのような対応策を考えられているのでしょうか。市長の御見解をお伺いいたします。 

 18、外環の２について、選挙公約では計画廃止を都に求めますと明言されておりましたが、施政方針では、住民の
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意見を十分に尊重するとともに東京都に対して対応を求めてまいりますと、賛否のわからない表現となってしまってお

ります。なぜこのような表現になってしまったのか、その理由をお伺いいたします。 

 19、世界経済フォーラムによる日本のジェンダーギャップ指数が 144 カ国中 114位であることを御指摘されており

ますが、本市における男女格差の具体的な課題認識と、その課題解決に向けた今後の取り組みについて、市長の御

見解をお伺いいたします。 

 20、市長は脱原発を掲げられておりますが、都議会議員時代に、１万 1,700キロワットもの発電量である八ッ場ダ

ムの建設に反対をされておりました。脱原発のためには、また、海外からのエネルギー依存から脱出するためには、

水力発電のような再生可能エネルギー政策も重要だと考えますが、八ッ場ダムに対する市長の御見解をお伺いいた

します。 

 21、ことし４月より本格稼働しております新クリーンセンターは、開かれた施設づくりをコンセプトに掲げ、広々とした

見学通路や３つもの見学者ホールが設置されております。施政方針には、環境啓発施設であるエコプラザは今後多く

の市民の議論のもとに施設のあり方などを決定するとありますが、既にあるこの新しいクリーンセンターのスペースも

有効活用ができるのではと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。 

 22、公共施設等総合管理計画の策定に当たり、今後本市は、30年間でおよそ 2,700億円もの維持管理、保全、

補修といった財政出動が試算されております。また、平成 57年には基金が底をつき、およそ 370億円もの財源不足

が試算されております。計画の末巻に掲載されているパブリックコメントや市民説明会での意見、そして先月 10月に

は計画に関する市民アンケート調査の結果報告書が発表されましたが、これらの市民意見はどのように捉えられてい

るのでしょうか。市長の御見解をお伺いいたします。 

 23、本市は、他の自治体と比べひときわ多い財政援助出資団体を抱えている状況であり、出資団体数で比較します

と、本市は 10個と多摩平均 2.65の４倍近くもあることがわかります。邑上市政の継承を掲げられておりますが、市

長の課題認識についてお伺いいたします。 

 最後に 24、松下市長の御出身でもあります松下政経塾の創設者、松下幸之助さんは、無税国家論を述べられてお

ります。つまり、予算の一部を積み立て、運用し、減税につなげる。ひいては収益分配国家も実現可能だと提言されて

おります。増税のオンパレードである現在、政治や行政の無駄をなくし、減税を目指す視点は非常に重要な観点であ

りますが、残念ながら、今回の施政方針の中では見当たりませんでした。そこで、市長が学ばれた無税国家論に対す

る御見解と、市政での反映といったものは考えられていないのか、市長にお伺いいたします。 

 以上、壇上での質問を終わります。御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  竹内議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、邑上前市政の改めたい点との御質問でございましたが、そもそも私は、前市政の継承と発展を掲げて市長選

挙に臨み、市民の皆様から御信任を賜っておりますので、引き継ぐべきを引き継ぎ、発展すべきを発展するということ

をお伝え申し上げたいと思います。 

 ２つ目の武蔵野市からの転出の原因との御質問でございますが、転出の原因は個々人それぞれであると考えてお

ります。武蔵野市としてできることは、住みたいと思う人、住み続けたいと思う人が住み続けられるよう、選択肢として

しっかりと選んでいただきたい、そのために施策をしっかりと提言して実行していきたいと考えております。 

 合計特殊出生率について御質問がございました。直近 1.19 とのことですが、平成 27年武蔵野市の合計特殊出
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生率直近は 1.20 と私は把握をしております。これは、出生率の向上については、平均からは低い、隣接区市とほぼ

同様ではないかと考えます。そしてその上で、出生率の向上については国全体で取り組むべき課題であり、基礎的自

治体としての役割は、子どもを産み育てやすい環境を整備することであると考えます。 

 ４番目の結婚支援について取り組むかとの御質問かと思いますが、結婚というのは、するしないも含めて個々人の

自由であると考えております。両性の合意のもとに、今現在では個々人の自由で行われており、また、結婚支援につ

いても民間の事業者など、またまちコンなど、商店街や近所のおそば屋さんでもそばコンという形で出会いの場を創

出しております。民間が行うことは民間で、税金を使って行政として行うことは、行政がしっかりと子どもを生み育てや

すい環境を整備していくことであると私は考えております。 

 ５番目の御質問でございます。待機児童ゼロについてのスケジュールでございますが、まず、来年４月に前市長のも

とで認可保育所５園の開設など、これまでにない整備を行っておりますので、この時点での待機児童の状況を見なが

ら、待機児童ゼロの実現に向けた具体的な施策を考えてまいります。32年４月までに就学前児童や待機児童の多い

地区に保育施設の整備を重点的に行うことにより、実質的な待機児童ゼロを達成していきたい考えであります。 

 子育てバウチャー、ちょっと質問の聞き方によっては乳飲み子への、要はゼロ歳児への保育園の整備よりもバウチ

ャーを渡したほうがいいのではないかとも受け取れたのですが、こちらは児童福祉法にも定められておりまして、自治

体として保育園を整備するという責務を負っているということをお伝え申し上げます。そしてお答えにかえさせていただ

きます。 

 続きまして、吉祥寺南町の保育園の開設延期について、要因と打開策ということでございますが、具体的にこの間

の経緯は担当課から話を聞いております。前市長のときからの課題を宿題として受け継いでいるという認識がござい

ます。打開策はあるのかとの御質問でございますが、前市長から重い宿題、課題を引き継いでおりますので、今後、

地域の皆様、周辺もしくは近隣の皆様と対話を重ねて、保育園開設に向けた御理解を丁寧に行っていきたいと考えて

おります。 

 続きまして、公教育について小中一貫の議論との一貫性はあるのかとの御質問でございますが、公教育というのに

は公立の学校も私立の学校も含まれているという認識で私はございますが、竹内議員の認識は違うのでしょうか。公

教育には私立は含まれないとお考えなのか、そのあたりお答えの仕方が大変難しいのでございますが、公教育には

私学も含まれております。武蔵野市内にも私学の小学校もございます。その上で、今武蔵野市で小中一貫の検討を

行っていること、教育委員会が、よりよい教育は全市的に保障したいという考えから、一部導入の考え方はとっていな

いと考えておりますし、現在の武蔵野市立の小学校 12校、中学校６校では、地域の方々にも支えられ安定した学校

教育が実施されていると考えております。また、それに関連して私自身の我が子のことについて、御質問なのか、御

提言なのかございましたが、甚だ個人的なことに関しては、この場で代表質問に対してお答えする立場ではございま

せんことをお伝え申し上げておきます。 

 そして９番目、今、８番目と９番目を一緒に説明しました。小中一貫の検討について、一部導入の考えはとってはおり

ません。 

 そして、10番目の子ども条例、会派で御研究をされている子ども条例とございましたので、その具体的な中身をお

示ししていただかないと、その子ども条例についてどう考えているかと漠然と御質問いただきましても、お答えをいたし

かねます。 

 11番目には、前都議として前市政について、都営水道一元化についての御質問でございますが、武蔵野市はこの

間、市政の歴史の中で都営水道一元化についてはさまざまな経緯があったことを承知をして認識をしております。そ

の上で、今武蔵野市が都営水道一元化を重要な課題として捉え、東京都に対して都営水道一元化に向けた取り組み
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を進めていくよう取り組んでいるところでございます。 

 12番目が、広報広聴の基本的な──市民にわかりやすい情報提供をということかと思いますが、この間もさまざま広

報紙などを通じて情報提供を武蔵野市として行っている、ツイッターやフェイスブック等新たなＳＮＳも利用して行って

いるという認識がございます。ただし、今後も広報広聴については、より市民の皆様に情報を提供できるように取り組

んでまいりたいと思います。 

 次に、議会基本条例についてでございますが、まず、自治基本条例と議会基本条例の関係性について、現在、自治

基本条例に関する懇談会の中でも御議論をいただいております。基本的には、自治体の全体について規定をする自

治基本条例には二元代表制の一翼を担う議会についての重要事項についても規定されるべきと考えます。そして、議

会に関するさらにもっと細かいレベルの内容については議会基本条例にて規定することとし、両方の条例はしっかりと

整合のとれたものとするべきであると考えます。 

 次に、財源と行政効果、18歳までの医療費無料化の財源と行政効果をどのように考えるかとの御質問でございま

すが、この間、本日もお答えをしていますとおり、まずこの 18歳までの子どもの医療費無料化については、国や都に

しっかりと要望を引き続き行っていきたいと考えております。その上で、武蔵野市が独自で行う場合についての課題が

ございますので、その課題を今後検討を重ね、基本的には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。 

 行政効果といいますか、武蔵野市が子ども子育てをしっかりと支えていくという強い意思を持って、私は 18歳まで

の子どもの医療費無料化を選挙の公約に掲げ、また今後、今お示ししたような形で考え、進めていきたいと思っており

ます。 

 15番目、コンテンツ産業の具体的なイメージとのことでございますが、コンテンツ産業はアニメや漫画や映画などさ

まざまございます。具体的なイメージ、そして武蔵野にはそうした産業やクリエーターの方が集積をしているという現状

がございます。そうした皆様の、まずどういう方がいらっしゃるのか、どういうコンテンツ産業の具体的な企業、今後調

査を行っていく中で横のつながりや連携をしっかりと市ともとりながら、武蔵野市の地場産業として成長できるものであ

るという認識がございますので、取り組んでいきたいと考えます。 

 16番目の企業誘致に関してでございますが、武蔵野市は、先ほどもお答えをいたしましたが、具体的には知識集

約型の情報関連産業、近隣に負荷をかけない知識集約型、知的価値創造型の企業が対象になると考えられます。こ

ちらは第五期長期計画にも記載がされてございます。具体的には情報関連産業、コンテンツ産業、教育・スポーツ関

連産業、ファブレス（工場を持たず設計やソフト開発等を行う製造業）等が想定されると考えております。 

 続きまして、吉祥寺南口の駅前広場についてでございますが、武蔵野市として都市計画決定がされております駅前

広場について、引き続き整備促進を進めてまいりたいと思います。 

 18番目、外環の２についてでございますが、なぜ表現が変わったかということでございますが、候補者として選挙公

約に掲げているものを、この外環の２に関してのみならず、全て全くそのままで施政方針としてお示ししているわけで

はございません。この間、市役所で各部署や課と協議をする上で、このように施政方針としてまとめ上げた次第でござ

います。 

 19番目、本市の男女格差についての御質問でございますが、余りに漠然とし過ぎておりますので、性差をいうの

か、ジェンダーギャップのことをおっしゃるのか、質問がそれぞれかなり短く、その前提となる竹内議員の思いのような

ものが余り入っておりませんでしたので、この部分についても、本市の男女格差は何かと言われても、なかなかお答

えいたしかねる部分でございます。 

 20番目の八ッ場ダムについてでございますが、水力発電は重要な発電であると考えてございます。この場所では
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八ッ場ダム建設以前から既に東京電力が揚水発電を行っており、既にこの場所での水力発電が行われているという

ことをお答え申し上げます。 

 続きまして、エコプラザについてでございますが、こちらも先ほど来お答えをしておりますが、市民会議において、エ

コプラザについては中身について協議中でございます。廃棄物はもとより、ことし２月に設置している市民会議の報告

を受け、来年度に施設整備方針案を作成、市民意見反映などのプロセスを経て決定をしていくと考えております。そし

て、廃棄物はもとよりエネルギー、緑、生物多様性、水循環など多様な環境の啓発について市民会議の中で御議論を

いただいているものでございます。 

 新しいものは使えないのかとの御質問でございましたが、今の部分、検討している部分と新しい部分も関連づけな

がら、同じ施設内に、同じ敷地内にございますので、そこは関連性を持って取り組んでいくものであると考えておりま

す。 

 続きまして、公共施設等総合管理計画の市民意見アンケートについての御質問でございますが、アンケートをどう思

うかという漠然とした御質問でございました。さまざまな御意見があると、このアンケートから、こちらのアンケートに御

記入をいただいた皆様からそれぞれ賛否が分かれるようなことも含めて御意見があるという認識を持っております。 

 続きまして、財政援助出資団体について、これは多過ぎるのではないかといった趣旨の御質問かと思いますが、平

成 26年財援団体のあり方検討委員会の報告のとおり、それぞれの団体で取り組んでいると考えております。その中

で、生涯学習振興事業団と文化事業団については、統合の準備を進めております。武蔵野市は、財援団体により多

様なサービスの充実が図られているという認識を持っております。 

 最後に、無税国家についての御質問でございますが、無税国家を学ばれたとの前提でお話をいただきましたが、松

下政経塾を創設した塾主である松下幸之助さんが無税国家論を論じているのは事実でございますが、それをもって

私が政経塾でそれを学んだという仮定というか、決めているお話でございましたが、それをもとに無税国家を松下政経

塾時代に学んだ経験はございません。 

 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す。松下新市長に対しては、結構期待している部分もあったの

ですけれども、ちょっと残念だったなという印象を持ってしまいましたことをまず最初に申し上げます。 

 答弁が幾つか漏れておりましたので、もう一度質問させていただきます。 

 松下市長は、誰もが住み続けられるまち武蔵野と掲げています。転出されている 20代後半から 30代後半にかけ

てそれが多い状況です。だから、それぞれの理由があるからその人の自由だではなくて、要因はどのように考え、そし

て、もし中には住み続けたいという人がいるのであれば、それに対する対応策もあると思うのですけれども、そういっ

たことは市長は考えられていないのかどうかということと、あと次に、本市の出生率に関してですけれども、国が対応

すべき課題だみたいなことをおっしゃっておりましたが、非常に残念に思いました。武蔵野市は財政力があるから、少

しでも改善しよう、そういった思いというのですか、そこが一番課題認識として市長にはやはり持っていただきたいなと

思っています。少子化改善には、それ以前に私は結婚支援というのも非常に重要だと思っていまして、結婚するしな

いは個人の自由だと市長は御答弁されました。でも実際に結婚したいと答えている人は８割、９割いるわけです。でも

実際にそれが実現していない人が大半なわけです。そういうところには課題意識は持たれていないのですか。そうい

った、市長も青春時代を過ごされたと思いますので、結婚適齢期の人の気持ちというのはわかると思うのです。何をす
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れば人は幸せになれるのか、わかりますか。生物的に考えてどうすれば人が幸せになれるのかというのは、（発言す

る者あり）山本あつし議員、うるさいです、静かにしてください。 

 

 

 

◯議 長（本間まさよ君）  質問をしてください。（発言する者あり）（「山本あつし議員、うるさいです。議長、注意してく

ださい」と呼ぶ者あり）質問を続けてください。質問ができるように環境をきちんとしてください。（「休憩を求めます」と呼

ぶ者あり）質問してください。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  （続）何をすれば人が幸せになれるのか。やはり心理学以前の問題、生物学、進化論的

な話でいえば自然と見えてくると思いますので、結婚は個人の自由だ、行政は行政支援は特段必要性は考えていな

いというのは、やはりもう一度そのような方向性で武蔵野市政は運営されるのかどうかというのを確認いたします。 

 次に、保育園に関してですけれども、児童福祉法に載っているから保育園はつくるべきだとおっしゃいました。です

が、生まれたばかりの子どもと一緒にいたい、そう答えている人はたくさんいるわけではないですか。そういった人たち

のことも十分考慮する必要があると思うのです。例えばゼロ歳児を認可保育園に預けたら幾らか御存じですか。五、

六百万かかるわけではないですか。生活保護費よりも高いわけではないですか。あ、おかしいなと普通だったら感じる

と思うのです。保育園整備で全てを解決しようという方向ではなくて、施設整備以外の方向性というのは検討できない

のかどうかというのを確認いたします。 

 そして次に、南町３丁目の保育園建設に関して、これは答弁漏れがありましたが、進んでいない要因というのはどの

ように捉えているのか。そこを確認いたします。 

 あと続いて、公教育について質問したところ、私学がどうのこうのとありましたが、武蔵野市の公立の小・中学校に対

する課題というのはどのように認識されているのかとお伺いしております。（「そう聞いていない」と呼ぶ者あり）では議

事録を確認してください。その中で、自分の子どもはどうのこうのとおっしゃっておりましたが、自分の子どもを小中一

貫校に通わせて、市民に対しては、いや、小中一貫校は消極的だというのは、やはり説明がつかないのではないかな

というのは当然の疑問だと思うのです。何と答えるのですか。プライバシーだから私のことは言うなというのですか。そ

れで市民に説明つきますか。つかないと思うので、もう一度説明をお願いいたします。 

 次に、議会基本条例についてですけれども、整合性を図るべきだとおっしゃったと思うのですけれども、今現在の検

討中の議会基本条例案に対しては、内容に対する認識というのをお伺いしましたので、その認識について御答弁をお

願いいたします。 

 次に、18歳までの医療費無料化、こちらも財源を幾らと見積もっているのかと質問しましたが、答弁が漏れています

ので、金額を提示してください。そしてまた、そもそものニーズ、体力のある高校生世代の人たちを無料化して、そのニ

ーズというのはどこまであるのか。また、乱受診やフリーライド、そういったリスクとかもあると思うのですけれども、そ

の辺はどうお考えなのか、質問いたします。 

 次に、吉祥寺南口のパークロードについてですけれども、こちらも答弁漏れがありましたが、なかなか改善が進まな

い要因はどのように捉えているのかをお伺いいたします。 

 次に、ジェンダーギャップについてなのですけれども、市長の施政方針には、市においても積極的に男女平等施策
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を推進する必要がありますと記載されております。なので、市内での格差というのは具体的にどのように認識されてい

るのか。その課題解決に向けて今後どんなことを考えられているのかというのをお伺いしておりますので、お答えでき

ると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続いてエコプラザに関してですけれども、新しいクリーンセンターを御見学されたと思うのですけれども、非常に有効

スペースがあるというのですか、有効活用できるところがあると思います。わざわざ新しく予算をかけてエコプラザを整

備するよりも、既存の使えるスペース、新しいクリーンセンターのホールが３つありますよね、開かれた施設づくりをコ

ンセプトに運用されているわけですから、まずはそこを活用して環境啓発をやってみる。それは予算がかからずにでき

るわけです。そういったことも十分検討できるのかなと思うのですけれども、市長にはそういった考え方がないのかど

うか、質問いたします。（発言する者あり）山本あつしさん、静かにしてください。 

 それで、この公共施設等総合管理計画、こちらも後ろのほうにパブリックコメントと出ておりますが、ほかの市政アン

ケートもそうですよね。エコプラザ、環境啓発施設、つくってほしいなんて意見は見当たらないのです。逆に 105ペー

ジ、何て書いてありますか。名指しで書いてあるわけです、エコプラザはわざわざつくる目的が曖昧で無駄な箱物だと

か、そういった市民の声もあるわけです。エコプラザは 5.5億円かかる、そういうことを知らない市民もたくさんいるわ

けです。それを知ったらもっと声が出てくるわけです。そういったことも市民の意見が出ているということをぜひ重く受け

とめ、現在、市民会議で話しているからどうのこうのではなくて、これに書いてあるように全市的な議論を進めていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、無税国家論に関する質問ですけれども、これに対する御見解をお伺いいたしましたので、それについて答弁

をお願いいたします。（拍手する者あり） 

 

 

 

◯議 長（本間まさよ君）  お静かにお願いします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  竹内議員の再質問にお答えをいたします。 

 まず、結婚支援について市として行うつもりはないのか再確認するとのことでございました。例えば過疎地など、男

女の数に著しく差があるところ、過疎地域などでは行政が支援をした、そして結婚支援を行っていることもあると伺って

おりますが、当市において出会いの場や民間の事業者などでも結婚支援を行っている現状がある中で、結婚支援に

ついて税金で行うという思いはございません。むしろ、婚姻を妨げる経済的な困難、非正規雇用や住宅など、また心

理的不安など解決をしていくことが必要であると考えます。結婚支援については以上です。 

 続きまして、吉祥寺南町の市有地での保育園の開設が進まない要因は何かとのことでございますが、この間の地域

住民と市との話し合いの場に私はおりませんでしたので、具体的にこれが要因だから進んでいないというようなことを

お答えできる立場にはございません。ただ、現実として進んでいないという現実がございますので、その要因は複合的

にあるというふうに思っております。そうした中で、今後、近隣住民、地域住民、広く保育園を望む市民の皆様の御意

見を伺いながら、市議会の皆様の後押しもいただきながら、吉祥寺南町で保育園開設に向けて取り組んでいきたいと

考えております。 

 続きまして、議会基本条例の案についてのお問い合わせでございますが、議会基本条例は議会の皆様が議論を行
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っているというふうに伺っております。具体的な議論の内容については、今のところ承知はしておりません。 

 18歳までの医療費無料化の財源についての御質問でございますが、医療費として試算を行いましたところ、8,400

万円という試算はございますが、これはあくまで試算でございます。また、リスクがあるではないかという御質問でござ

いますが、それも先ほどお答えしましたように、課題があるという認識を持っております。子育て支援なのか、所得医

療保障として行うかにより制度の構築が変わってくることや、また、安易な時間外受診などを招くことが懸念されるな

ど、リスクというかさまざまな課題があるという認識がございますので、今後検討を重ね、基本的には次期長期計画の

策定において全市的な議論を行った上で実施していきたいと考えております。 

 次に、吉祥寺南口のパークロードが進まない理由は何か、これは、駅前広場予定地の地権者の皆様にお願いをし

て用地買収を市が順次行っていると伺っておりますが、その用地買収がまだ 100％にはなっておりませんので、それ

が進んでいない理由ではないかと考える次第でございます。 

 本市の男女の格差についてとの御質問でございますが、男女平等を掲げてとの御質問でございますが、男女には

性差や社会的な性差と言われるジェンダーギャップの２種類があるという認識がございます。男性、女性の性差は、こ

れはそのまま性差でございますので、その性差があるからけしからんという思いは全く持っておりません。必要がある

とすると、社会的な性差、例えば政治参画の場所に女性が著しく低いですとか、そういう社会的な性差の部分を解消

していかなければならないと私は考えております。 

 あとは、エコプラザは、こちらはもうことしの２月から市民会議で議論を行っていると伺っておりますので、敷地内の

施設として有効に活用していきたいと考えております。 

 公共施設のアンケートでエコプラザを要らない、金額を知ったらもっと要らないと言うのではないかとの御質問でござ

いますが、さまざま多様な意見があるということは承知をしております。 

 そして、無税国家をどう考えるかでございますが、企業経営者として松下幸之助さんは、当時、無税国家論というの

を打ち上げられたわけでございますが、私は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。 

 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す。また幾つか答弁漏れがありました。 

 まず１つの答弁漏れは、保育園の箱物だけではなくて、子ども手当や子育て応援バウチャーといった方法もあるの

ではないかという質問に対しての答弁をお願いします。 

 あと次に、小中一貫教育に消極的だ、これに対する市民説明というのですか、御自身のとられている行動との整合

性について説明をお願いいたします。 

 そして再質問ですけれども、最初に結婚支援です。私がこの武蔵野市議会で何度か結婚支援の必要性を申し上げ

ましたが、答弁としては、経済的要因だから市単独では対応できない、そういった答弁が返ってきました。ですが、最

近、必ずしも結婚が実現できていないのは経済的要因だけではないなというのに気づいたのです。ある学者の方が述

べられておりましたが、お見合いの文化がなくなり、また、世話焼きおばさんもなくなりで、地域のつながりが薄くなり、

おくて、恥ずかしがり、そして控え目な日本人に対して後押しやお膳立てがなくなったのが結構要因なのではないか、

そういった見解があります。私も、あ、そうだなと思ったのです。正直、私が結婚したのが、本当に月に手取り 20万も

ないような、そんな厳しい生活の中、結婚いたしました。やはり経済的要因だけではないのです、結婚しないのは。な
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ので、過疎地域ではないからどうのこうのではなくて、どうやったらもっと人が幸せになるのか。晩婚化が進んでいるか

ら第二子、第三子が持てなくなっているわけです。そもそも妊娠すらできなくて困っている人がたくさんいるわけではな

いですか。（「代表質問なのだから少しは考えろ」と呼ぶ者あり） 

 

 

 

◯議 長（本間まさよ君）  竹内議員の質問中なので、ほかの議員は静かにお願いします。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  （続）やはり子どもを持ちたくても持てなかった人の気持ちというのは考えればわかるで

はないですか。わかりますか。家族形成を支援する、それが私は社会が担保する第一のことだと思います。地球上に

生命が誕生して 40何億年、どういう過程で生き残ってきたのか、ぜひ勉強していただきたいなと思います。（発言す

る者あり）家族ではなくて出生率です、僕が一番見ているのが。 

 次に、あとは南町３丁目の保育園についてですけれども、ちょうど先日、私は、江戸川区にお伺いしたときにコミセン

と保育園が一体の施設を見かけました。それを見てはっと思ったのが、今、南町で病院建設の議論が出ていましたよ

ね。コミセンのあそこの土地、南町コミセンの土地が動かせれば、実現できる話です。では３丁目に保育園建設の話も

出ている。であるなら、南町コミセンを３丁目の建設予定地にもっていって複合施設もできるのかなと。そこの土地の

売却した資金で建物を建てる、税金ゼロでできるのかなといったことも可能性としてあるのかなと考えましたので、そう

いった従来とは違った方法というのもぜひ検討していただきたいなと思います。では、答弁をお願いします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  竹内議員の質問にお答えいたします。 

 まずは、結婚支援についての竹内議員のお考えになる行政が取り組む結婚支援というのも、実はこの質問の中でも

具体的にお示しをいただいておりませんので、私、お答えをする中で行政が税金を用いて例えばお見合いを行ったり

お見合いパーティをするようなことが、これは武蔵野市としては行うことは必要ないと考えるとお答えをしております。

その上で、何だかもっと勉強しろとか、人が幸せになるのをどう考えるかとの御意見もございましたが、人がどう幸せ

になるかというのは行政がお仕着せをするものではないと私は考えます。それぞれ一人一人が幸せを追求していくも

のであり、行政が取り組むべきは、不幸を取り除いていく、何かその幸せになろうとしたときに、その中で人それぞれ

幸せの定義は異なりますので、その中で、例えば保育園に入りたくても入れないなど、そうした課題を行政として解決

をしていくことが重要であると私は考えます。 

 その上で、児童福祉法もよくお読みいただきたいと思うのですが、武蔵野市は決してゼロ歳の乳飲み子を無理やり

保育園に入れようとしていることなど全くございませんので、保育園を必要とする、望む方が入れるように整備を進め

ていきたいと考えておりますし、現時点でバウチャー制度を考えてはおりません。 

 そして、小中一貫のこと、本当に代表質問という場所で会派を代表されての質問であるという認識で私は受けとめて

いるのでございますが、個人的な我が子のことをお尋ねになっておりますが、前提が異なるので、そのことだけ申し伝

えておきます。我が子は小中一貫校には通っておりません。そのことをお伝えしております。 
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 続きまして、南町３丁目、コミセンとの併設ということでございますが、具体的にどのような御提案があるのかをぜひ

御研究をいただいて、御提言をいただければと思います。 

 以上です。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  最後に市長にお伝えいたします。結婚したくてもできない、また、子どもの希望出生率に

かなっていないという現状がありますので、ぜひ把握をお願いいたします。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


