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2015.06.11 ： 平成 27 年第２回定例会（第２号） 本文 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ６番竹内まさおりです。初めての一般質問となりますので、少々所感を述べ

させていただきたいと思います。私は、子どもが減り続ける社会、財政が悪化し続ける社会、それらに対し疑

問を感じ、今回、立候補いたしました。特に、ここ 34 年間も連続で子どもの数が減っております。また、日

本は世界第３位の経済大国ですが、自殺大国でもあり、精神疾患の数は右肩上がりの状況です。つまり、生物

として暮らしづらい社会になってしまっているのではないか。若者が多く、また財政豊かな武蔵野市には、大

きな可能性があると思います。子どもが生まれる当たり前の社会に、そして笑顔あふれる楽しい社会にしてい

きたいと思っております。 

 それでは、通告に従いまして質問に入らせていただきます。今回の質問は、大きな項目としまして３点ござ

います。１項目めは若者の政治参加について、２項目めは若者の地域参加について、そして３項目めは子ども

の生まれる先進自治体に向けた取り組みについてです。一部拙い表現等があるかもしれませんが、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、まず大きく１項目めとしまして、若者の政治参加について、お尋ねいたします。 

 若者の政治参加について、全体の投票率の低下傾向はもとより、平成 17 年、21 年、25 年の武蔵野市長選、

そして平成 19 年、23 年、27 年の市議会議員選挙と６回も連続で、近年の市政選挙における投票率は過半数割

れという深刻な状況だと思います。そして、特に依然として二、三十代という若い世代の低投票率も続いてお

ります。就職、転職、結婚、出産、子育てという人生において重要なライフステージにいる若い世代の意見を

広く把握できていない現状を看過することはできません。これまでの選挙のあり方、そして選挙公報のやり方

について、抜本的に見直す必要があるのではないでしょうか。選挙に行かなかった人の理由、そしてどうやっ

たら行くのかを徹底的に分析し、それに対する具体的な対応策をとることが重要になってきます。ビジネス用

語でＰＤＣＡサイクルという言葉がありますが、これまでの選挙において、計画、実行、評価、改善という一

連の取り組みがしっかりとされ、またそれが生かされてきたのか。６回も連続で投票率が 40％台の状況です。

もし、市の裁量だけでできないことがあるのなら、国に対し意見を上げていくことを求めますが、その見解を

伺います。 

 そして、２点目、期日前投票所が、西部エリアでは場所のわかりづらい元市民防災協会から、駅前で、なお

かつ利用者の多い武蔵野プレイスに変更されました。そして、前回よりもおよそ 2.5 倍の投票者数が得られた

ということです。つまり、利便性が高く、なおかつ利用者の多い場所に期日前投票所を設けることは、投票率

の向上につながったと言えます。そこで、吉祥寺エリアや三鷹エリアにおいても、例えばアトレ内やコピス、

武蔵野タワーズ内など、利便性が高く、利用者・通行者の多い場所に期日前投票所を設ける必要があるのでは

と考えます。近隣の府中市では、市民の利便性第一で、京王府中駅ビル内に期日前投票所を設け、投票率の向

上に結果を出しております。市民から、忙しくて投票に行けなかったという声が届いておりますので、何かの

ついでに投票ができるといった、市民が投票しやすい環境づくりを求めますが、見解を伺います。 

 そして、３点目です。武蔵野市での学校教育について、民主主義や選挙に関する授業、いわば主権者教育の

実施状況は果たしてどのようになっているのか。例えば都内の小・中・高では、給食で食べたいデザートを選

ぶ選挙は、実際の選挙に似せた模擬選挙等を、東京都の選挙管理委員会による出前授業を受け入れ、行ってお

ります。そこで、武蔵野市における政治とのかかわりに関する授業、また選管による選挙器材の貸し出し状況
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や模擬選挙等の出前授業の実施状況を伺います。 

 そして、４点目、来年の参議院選挙より選挙権が 18 歳に引き下げられると決定したと聞きましたが、それ

に対する新たな啓発活動が必要になってくると思われます。そうなった場合、どのような具体策を考えられて

いるのか、所見をお伺いします。 

 そして、大きな２つ目の項目、若者の地域参加についてです。 

 まず、１点、武蔵野市の特徴として、およそ半数の方が単独世帯、ひとり暮らしであり、また年代的には働

き盛りである 30 代前後の若い世代が多い状況です。ところが、そのような未婚者や、まだ子どものいない世

帯が地域参加する機会が少ないのが現状なのではないでしょうか。昨年、平成 26 年度の武蔵野市市民意識調

査報告書を調べてみましたら、未婚者や子どものいない若い世代は、地域とのつながりに対し満足している割

合が最も少ない状況でした。つまり、彼らは何かあっても近所で助け合えない生活を送っているということで

す。 

 そこで、各公共施設や地域イベントの世代別や未婚・既婚別の利用状況、参加状況を分析し、漏れのない、

バランスのとれた施策を行っていくべきだと考えます。人口的にも多い未婚者や、まだ子どものいない世帯を

ターゲットとした施策の拡充が重要だと思いますが、市での実施状況と今後の方針を伺います。 

 ２点目、市内には各地に 20 ものすばらしいコミュニティセンターがありますが、世代別での認知度と世代

別での利用状況を伺います。 

 ３点目、武蔵野市にはすばらしい市民文化会館や武蔵野公会堂があり、さまざまなクラシックコンサートや

歌舞伎、落語イベント等が行われておりますが、果たして二、三十代向けのイベントも行われているのか。世

代別の利用状況、そして利用者の市民割合をお伺いします。 

 次、４点目、子育て支援はもちろん重要ですが、その前段階である結婚支援をすることも少子化対策のかな

めだと考えます。男女の出会いの場、交流の場づくりも必要だと思いますが、市長の見解を伺います。 

 次に、大きな３項めとしまして、子どもの生まれる先進自治体に向けた取り組みについてです。 

 まず、１点目、武蔵野市の出生率は多少ふえておりますが、依然として出生率は前回 1.14 と低く、多摩地

域において最下位争いの状況であります。また、武蔵野市の平均寿命は全国平均以上ですが、出生率に関して

は平均以下と、まだまだ少子化対策が弱いことがうかがえます。また、日本の家族関係支出、つまり出産、育

児、保育、就学前教育等の現物・現金給付の状況を見ましても、ＧＤＰのおよそ１％と、少子化を克服してき

たスウェーデン、イギリス、フランス等と比較し、３分の１の割合と、相対的に少ない状況です。つまり、少

子化対策をしてきた先進諸国と比べ、同レベルの子育て支援を行うには、現在の３倍の公的予算が必要となっ

てきます。そこで、都内随一の財政力がある武蔵野市として、それに近づけ、子どもの生まれる先進自治体、

いわば日本のモデル都市になる責務があると思いますが、市長のお考えをお伺いします。 

 次、２点目、武蔵野市には平均所得の高い方が多く暮らしております。しかし、１億円以上あると言われて

おります世代間格差や今後の財政状況を鑑みますと、高所得者の方の年金の受け取り辞退の奨励等も今後、新

たな選択肢として考えていかなければならないと思いますが、それに対する市長の見解を伺います。 

 次、３点目、現在、核家族化が進んでおり、武蔵野市での平均世帯数もおよそ 1.9 人という状況です。一昔

前までは当たり前であった二世帯住宅や三世帯住宅がふえれば、子育てや介護に関しても家族内である程度助

け合うことができるようになります。ほかの自治体では、二世帯・三世帯住宅の建築や改装に対し、助成金を

出しているところもありますが、武蔵野市での取り組み状況や方針を伺います。 

 以上となります。御答弁、よろしくお願いいたします。 
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◯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。 

 次世代に明るい未来を残せる武蔵野市政のあり方について、大きく３つの柱で御質問いただきました。 

 最初の御質問の若者の政治参加につきましては、後ほど選管と教育長から答弁いたしますので、申しわけ

ございませんが、２番目の質問から私、お答えさせていただきます。２点目の大きな御質問でございます若

者の地域参加ということで、とりわけ未婚者や、まだ子どものいない世帯、もっと地域に出ていただく必要

があるのではないか。私もそのように考えておりますが、御案内いただきました市民意識調査をまたいろい

ろ見てみますと、地域とのつながりの満足度ということで、先ほど御指摘いただいたのですが、確かに 20 代

というのは地域とのつながりの満足度は低いのですね。23.3％。ところが、どちらとも言えないという意見

もすごく多いのです。どちらとも言えないが 47.4％ということで、これもほかの世代に比べて断トツに多い

状況なのです。つまり、もともと地域とのつながりを強く求めていないというのが、その背景にあるのでは

ないか。つまり、関心がない方が非常に多いという状況かなと思っています。 

 ちなみに、定住意向調査もありました。全市的には、81.3％の方が住み続けたいということなのですが、

20 代は 67.2％と大変低いのですね。なので、これは地域とのつながりが実に希薄であるということが、この

アンケート調査からも見られるのではないかと思っています。 

 しかし、地域にとっても、壇上で御指摘いただきましたけれども、例えば防災面あるいは地域福祉、ある

いは地域のいろいろな活性化に向けて、若い方の地域参加というのは望まれることでございますので、あら

ゆるところでぜひ若い方の地域参加というのを望むところでございますけれども、今までどうかというと、

特に若者を対象とした、ターゲットとした施策というのは、余り具体的にはないのですね。ですので、地域

の方々がやられるいろいろなイベントに、どうやって若い人を引っ張ってこられるかという議論もあってい

いのではないかと思っています。 

 今、コミュニティの問題もいろいろありますけれども、そのコミュニティの中でも若い人の参加が少ない

という課題もありますので、コミセンのほうでもこれから取り組まれると思いますけれども、いろいろな地

域の課題を地域フォーラムというものを開いてみんなで議論していこうということもございますので、ぜひ

そういう地域フォーラムの開催の中で、こういう若者参加のあり方を議論いただきたいし、具体的にどうい

うことをすれば若者が入ってくれるのかなという議論をぜひいただきたいなと思っています。それらのいろ

いろな提案につきましては、私どもも市としてぜひ応援していきたいなと思っています。 

 ２番目で、コミセンの世代別での認知度と利用状況ということでございますが、アンケートとしては、こ

れはとってございません。かつ、各コミセンでの利用状況等、来館のときに名前を書くこともあるのです

が、そこも特に世代を書いていないケースが多々あるので、なかなか把握ができておりません。ただ、全般

的にコミセン自体も、よく知っているのが 51.3％ということでございますので、余り知られていないような

状況ではないかと思っております。 

 それと、これは推計でありますけれども、このコミセンの認知度のアンケート調査から年齢別にクロス集

計することができたので、これのデータを見ますと、確かに知っているというのが若い世代が低くなってい

るのですね。認知しているのが、先ほど平均で 51.3％だったのですが、20 代の人は 36％、30 代が 41％、40

代が 48％、50 代が 54.8％ということで、年齢とともにだんだん認知度は上がっているのですが、一番高い

のは 10 代だった。10 代が 65.9％ということですね。つまり、子どものときから小・中学生まで、地域のコ

ミセンに何らかのかかわりがあるということと、あるいは中高生になりますと放課後の試験前に勉強して帰
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るとか、コミセンとの関係もかなり出てきていることから、10 代の認知度が極めて高かったということが、

その集計結果の分析から理由に挙げられるのではないかと感じております。 

 次に、各施設での若い世代向けのイベントはどうなのかということですが、壇上では落語とかクラシック

コンサートという話もありましたけれども、それは別に高齢者向けにやっているわけではなくて、もともと

世代を関係なくやっているものなので、結果として、そちらに来られる方が比較的年齢層が高い方になって

おります。もともとイベント自体が中高年向けにやっているということではなくて、一般的に全世代向けに

やっているということです。ただ、結果として、ふたをあけてみると若い人がなかなか来ていないという状

況もあります。 

 ただ、若者向けというか、武蔵野シティバレエというものがございますけれども、それにつきましてはオ

ーディションを行っておりまして、それに参加いただくのは若手のバレエダンサーでございますので、おの

ずと舞台に立つ方も来られる方も若い人が結構中心になっているということもございます。あるいは、吉祥

寺シアターでも、演劇人を目指す若者を対象としたワークショップなども企画しておりますので、そういう

面では若い人が参加する機会がある程度得られているのではないかと思っています。あわせて、ことし初め

てスイングホールでやった試みとして、25 歳以下限定の若手ギタリストによる公演を行ったということであ

りまして、当然そういうことから若い人も多く来られたということでございます。 

 あと、施設利用を見ますと、例えば市民文化会館などは団体利用が結構多いのです。その団体はどこかと

いうと、学校というのが結構多くて、保護者の方がそこに来られますけれども、利用実態から見ると、団体

利用というのは、小・中学校、高校、大学まで含めてですけれども、そういう利用も多いのではないかとい

うことは考えているところでございます。 

 次に、子育て支援はもちろん重要だけれども、結婚支援も含めて少子化対策だと考えれば、その辺の施策

はどうかということでございますが、他の議員からも御質問いただいて御答弁申し上げておりますけれど

も、少子化対策としては、結婚、妊娠、出産、育児と切れ目ない支援を行う、これは必要であると思ってお

りますし、これはどちらかというと国を挙げて取り組まなければいけない大きな課題だと思っております。

しかし、私どもの自治体で果たして、それが効果的なのか。つまり、地方の自治体ですと、婚活とか、いろ

いろな施策を展開されておりますけれども、何を求めているかというと、定住促進ですね。その地域に住ん

でもらいたいということだと思っています。結果として、そういうふうに結びついているということもお聞

きしておりますけれども、果たして武蔵野市が行う、そのような行事に対して、最終的に武蔵野市に住んで

いただけるかというのは、住宅の提供もなかなかできかねる状況にございますので、その辺がいまいち、連

動しにくいのではないかと思っております。ただ、全市的な、周辺の自治体等も含めて、広域的なそういう

取り組みは大いに必要ではないかなと認識しているところでございます。 

 次に、大きなお尋ねの３番目で、子どもの生まれる先進自治体に向けてということで、国家レベルでいろ

いろ比較すると、先進諸国と比べて、我が国の子育てや教育に関する予算というのは少ないのではないか。

これは、データ的にあらわれているので、そうだと思います。ただ、あくまでそれはＯＥＣＤの数字的な比

率の問題でございますので、実態の額からすると、日本も教育費、子育て支援にさまざまな費用をある程度

かけていることは間違いないと思いますが、その割合も含めて、私自身もふやすべきではないかなと思って

おります。合計特殊出生率、武蔵野は 1.14 ということで、多摩地域においては確かに低い数字でございます

が、どちらかというと武蔵野市というのは区部に近い生活環境にあるのではないかなと思っています。比較

で申しますと、区部の平均的な状況なのですね。区部が 1.16 ぐらいだと思いましたけれども、1.14 ですの
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で、区部並みということでございます。 

 市としてできることは何かというと、子育てをする際には必要な支援を重ねて行っていく、子育て支援を

これからも充実していくということ。あるいは、もちろん教育分野もそうですけれども、よい教育が受けら

れるように、そういうことも武蔵野市としては充実を目指していきたいなと思っています。 

 日本国内で出生率の高い都市を調べてみたのですが、出生率が２以上の市はそんなになくて、１位が沖縄

の宮古島、2.27。２位が長崎県対島市、2.18。３位も沖縄ですが、石垣市、2.16。４位も長崎県ですが、壱岐

市が 2.14。５位が沖縄県豊見城市、2.13。２以上はこれだけしかないのです。この上位５位の土地というの

は、沖縄、長崎県ということで、自然豊かということと、なぜいいのですかということを地元の市のほうに

お聞きしているのですが、見解としては、例えばコミュニティが極めて豊かであるとか、祖父母が近くに住

んでいる。それから、地方都市でありますが、雇用の場がある程度確保されていて、女性の就業率も結構高

いといった話も聞いております。それから、もちろん保育園も幼稚園も待機児がないということもあげられ

ておりますので、豊かな自然環境とも結構言っていますけれども、このような条件がかなえば出生率も上が

ってくるということもあるのではないかと思っています。ただ、武蔵野市としましては、お住まいの方がこ

れからも住み続けられる環境づくり。これを通じて、出生率が少しでも高まっていけばいいのではないかな

と思っています。 

 次に、高所得者の方の年金辞退の奨励などを含めて、世代間格差とか今後の財政状況に絡めて、そういう

方向性があってもいいのではないかといった御案内でございますけれども、年金に関しましては、これは日

本年金機構、今、話題のところでやっておりますけれども、近くにございます武蔵野年金事務所で行ってい

るところでございます。 

 年金の受給辞退の現状ということでございますが、年金給付事務を行っている武蔵野年金事務所では、65

歳になる方へ最終勧奨として受給手続のお知らせを実施しておりますが、現状では年金の受給辞退を申し出

る方はいらっしゃらないということでございます。現在も年金給付辞退の勧奨は行っていないし、今後も勧

奨の予定は当面ないということでございます。 

 そこで国のほうの動きでございますが、社会保障と税の一体改革のさまざまな検討の中で、平成 24 年８月

の国会で成立した年金機能強化法において、政府提出時の法案のときには、高所得者に対する年金額の調

整、クローバックというものだそうですが、これが盛り込まれておりましたけれども、衆議院の修正でこの

項目が削除されたという経過がございます。一度は案として、そのようなこともあったということでござい

ますが、この内容としては、低所得者等への加算の導入とあわせて、世代内及び世代間の公平を図る観点か

ら、高所得の基礎年金受給者の老齢基礎年金額について、国庫負担相当額を対象とした支給停止を行うとい

うものでございました。ただし、年金機能強化法の附則に、高額所得による老齢基礎年金の支給停止につい

ては、引き続き検討が加えられるものとされておりますので、今後、また国のほうでも検討されていくもの

と思っていますので、その状況は見守っていきたいと思っております。 

 次に、最後の御質問で、二世帯・三世帯住宅をふやせば、もっとそういう住まい方につながって、やがて

は子どもも産みやすい環境になっていく、育てやすい環境になっていくのではないか、少子化対策にもつな

がっていくのではないかというお尋ねでございますが、そもそも二世帯住宅は市内にも結構あるのです。か

つて住宅メーカーなども、こぞって二世帯住宅を奨励した時代もございました。昔だけかなと思ったら、そ

うでもなくて、ちょっと聞いてみたところ、東京エリアあるいは武蔵野エリア周辺で大手住宅メーカーの回

答ですと、二、三割ぐらいは現状でも二世帯住宅を販売しているということです。したがいまして、武蔵野
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市内でも今、建設されます、これはハウスメーカー分ですけれども、かなりの数、二世帯住宅、三世帯住宅

はあるのではないかと思いますし、過去に建設された二世帯住宅も結構あるのですね。それについてもメー

カーさんにお聞きしたところ、実はかつて二世帯住宅で売り出して利用されていた世帯が、現状、１世帯で

利用されている方が多くなってきているというお話をいただきました。そのメーカーさんは、残る１世帯分

をどうやって活用できるかという研究も始められていると言われていました。私どもも、市内にそういう住

宅のストックがあるのであれば、それをもう少し有効活用したほうがいいのではないかと思っておりますの

で、ぜひそのような有効活用のあり方については、引き続きよく研究してまいりたいなと思っております。 

 

◯選挙管理委員会事務局長（守矢利雄君）  それでは、竹内議員より御質問いただきました大きな質問１

番の若者の政治参加につきまして、選挙管理委員会よりお答えさせていただきます。選挙管理委員会委員長

にかわりまして事務局長より答弁させていただきますことについて、御了承くださいますようよろしくお願

い申し上げます。 

 １点目の御質問は、市長・市議会議員選挙における低投票率、特に若年層の低投票率の状況から、選挙公

報のやり方、投票を棄権した原因の分析と対応策、これまでの取り組み状況などについての御質問でござい

ます。 

 まず、本市における市長・市議会議員選挙の投票率の状況について御説明いたします。全国的に地方選挙

の投票率が低下する傾向が続く中で、本市におきましても統一地方選挙と市長選挙の時期が異なることとな

りました平成 17 年以降、市長・市議会議員選挙の投票率は、議員御案内のとおり、ともに 50％を下回り、

低下傾向が続いてきました。今回の統一地方選挙では、全国的に最低を記録したところも多かったと聞いて

おりますが、本市におきましては市議会議員選挙で 46.96％と、50％には及ばなかったものの、前回、前々

回の選挙の投票率を上回り、わずかながらも上昇に転じたところでございます。東京都内の市部の中で見ま

しても、今回、本市は市部の平均投票率と同水準となりました。 

 また、関連で申し上げますと、本市における他の選挙、国政選挙や東京都知事選挙での投票率は、最近で

は 50％から 60％台で推移しておりまして、市部の中でも比較的高い水準にありますが、それらの選挙と比較

いたしますと、相対的に低い状況になっております。 

 また、年代別の投票率について見ますと、議員御指摘のとおり、本市におきましても若年層の低投票率の

状況がございますが、他の年代を合わせました全体の投票率と比較いたしますと、20 歳代で約 20 ポイント

低く、30 歳代では約 10 ポイント低い状況がございます。今回の市議会議員選挙の結果におきましても同様

でございました。 

 次に、投票を棄権した理由の分析と、これまでの対応についてでございますが、地方選挙での低投票率の

原因につきましては、平成 23 年の統一地方選挙について、東京都が行いましたアンケート調査結果によりま

すと、若年層を含め全体で、仕事が忙しく、時間がなかったからとする理由が 27％と、最も多い状況でござ

いました。一方、国政選挙の状況を見ますと、平成 24 年の衆議院選挙時の調査でも同様の結果が出ておりま

す。時間の理由以外につきましては、地方選挙と国政選挙とで棄権の理由の違いの特徴を見ますと、地方選

挙、とりわけ議会議員選挙におきましては、候補者や政策、それから人柄がわからなかったからという理由

が多いことが挙げられます。これは、マスコミによる報道が候補者等に関する情報源や投票参加意識に影響

を及ぼしたりしているものと推察されます。 

 若年層の低投票率の原因につきましては、アンケート結果からは、時間の理由のほか、政策や候補者につ
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いてよくわからなかったとする理由や、選挙に余り関心がなかったからとする理由などが挙げられます。年

齢が上の世代に比べ、まだ地域や社会とのかかわりや経験が少ないことなどによる意識の差などもあるので

はないかと考えられます。 

 次に、これらの状況に対する対策についてです。選挙に関する情報は、主に市報、ホームページ、投票所

入場整理券、選挙公報等により情報の周知に努めてまいりましたが、投票に行く時間がない、候補者の情報

が少ないといった声を踏まえまして、選挙管理委員会といたしましては投票の機会の確保を図るため、期日

前投票及び不在者投票の一層の周知、期日前投票所の増設等を行ってまいりました。また、候補者の情報に

つきましては、選挙公報の迅速な配布と市ホームページへの掲載、候補者のウエブサイトアドレスを載せた

立候補者一覧の市ホームページへの掲載等に取り組み、情報提供の充実に努めてまいりました。あわせて、

若年層の低投票率につきましては、主なものといたしまして、初めて有権者となった新成人へ投票ができる

ようになった旨の啓発はがきを送付したり、政治や選挙への関心を高め、動機づけとなるよう、選挙事務に

学生アルバイトを募集して体験してもらったり、成人式での啓発などを行ってまいりました。 

 このように、投票者の状況並びに制度変更等の状況を踏まえながら、必要な対策を検討し、でき得る限り

実施してきたところでございます。また、実施した結果に対しまして、さらに改善が必要な場合には見直し

に努め、常設期日前投票所の開設場所の変更や、ＱＲコードを利用した市選挙ホームページ画面への誘導、

ツイッターによる情報発信、ホームページの充実等、必要な見直しを行ってきたところでございます。投票

率の向上のための法改正要望につきましては、現在、総務省におきまして投票環境向上方策等に関する研究

会を設置し、選挙当日に投票区外でも投票を可能としたり、選挙人名簿登録制度の見直しなど、投票率向上

方策について検討しているところと伺っております。国などへの要望事項につきましては、これらの検討状

況を注視してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、若年層の積極的な投票参加が促進さ

れますよう、選挙管理委員会といたしまして、引き続きその状況の把握に努め、対策についてよくよく検討

してまいりたいと考えております。以上が１点目でございます。 

 次に、２点目の御質問、期日前投票につきまして、お答えいたします。 

 選挙人の投票機会の確保を図るために、期日前投票所の開設場所につきましては、有権者がより投票しや

すい環境づくりに向けて、常に見直していくことが大切であると選挙管理委員会といたしましても認識いた

しております。そのような観点からも、議員御案内のとおり、今回、市議会議員選挙におきまして、西部期

日前投票所の開設場所を変更したところでございます。 

 さらに、利便性の高い場所や商業施設での期日前投票所の開設をということでございますが、そのために

は一定の条件がございます。投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要なスペースや設備を有している

ことなどであります。また選挙人名簿の対照をするために必要なネットワーク環境の構築、セキュリティへ

の配慮、その他、急な選挙にも対応可能な安定的な場所の確保等も課題としてあるため、開設場所といたし

ましては、一般的にはそれらの条件を満たす市関連施設がふさわしいところでございます。ですが、これら

に適する場所を駅前等、利便性の高いところに見出すことがなかなか容易でない状況がございます。しかし

ながら、投票を棄権する理由の多くは、議員の御指摘のとおり、時間がないことと言われておりますので、

より利便性が高く、有権者が投票しやすい場所を開設できますよう、選挙管理委員会といたしましても、投

票者の状況、施設の立地や利用状況等を踏まえながら今後も引き続き研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、４点目のほうの御質問になりますが、選挙権年齢引き下げと今後の啓発活動について、お答えいた
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します。 

 今国会において選挙権年齢引き下げについての法案が現在審議されております。このような状況の中で、

若年層の積極的な投票参加を促進していくためには、将来、有権者となる児童・生徒に対しまして早期段階

から啓発を進め、政治や選挙についての意識の醸成を図り、参加意識を高めていく必要があると選挙管理委

員会では考えております。最近では、議員御案内のとおり、学校及び東京都選挙管理委員会、地元の選挙管

理委員会等が連携しまして、小・中学校を中心に中・高校で選挙を体験するプログラムとして、模擬投票や

出前授業等の取り組みが始まっております。 

 本市選挙管理委員会におきましても、このような取り組みができないか、検討しているところでございま

すが、これまでは主に選挙啓発の冊子の作成及び配布、投票器材の貸し出しを一部行っている段階で、まだ

実施するまでには至ってございません。今後、教育委員会や学校教育機関と十分協議しながら、取り組み方

についてよく検討してまいりたいと考えております。学校のカリキュラムとの兼ね合い等もあるかと存じま

すので、学校側に余り負担にならないよう、児童会や生徒会選挙の際などに、投票器材の貸し出しとあわせ

て、選挙の意義や投票の大切さ、若年層の投票率が低い状況などについて、選挙管理委員会からの説明など

ができないか、検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、将来、有権者となります児童や高校生を含む生徒に対しまして、模擬投票や出

前授業等の啓発を通して政治や選挙への関心を持ち、情報を読み取って、将来、主権者としてみずからの考

えを決め、投票行動に結びつけられるよう、市選挙管理委員会といたしましても、今後、教育委員会を初

め、学校教育機関、東京都選挙管理委員会などとよく連携・協力しながら、効果的な啓発に努めてまいりた

いと考えております。 

 

◯教育長（宮崎活志君）  それでは、私のほうからは、大きな御質問１、若者の政治参加についての３に

ついて、お答えしたいと思います。 

 武蔵野市の学校教育における、民主主義や選挙に関する授業等の実施状況に関する御質問でございます

が、これらは社会科の授業でまず行われております。具体的には、例えば小学校では、第６学年の我が国の

政治の働きという学習で、そして中学校では、第３学年の公民的分野の私たちと政治という学習で学んでお

ります。また、小学校の児童会活動、それから中学校の生徒会活動におきまして、望ましい人間関係を形成

し、集団や社会の一員として、よりよい学校づくりに参画し、協力して諸問題を解決しようとする自主的で

実践的な態度を育てることを目標に、自発的で自治的な活動を行っております。具体的には、運動会等の学

校行事や全校集会、代表委員会や生徒総会の計画・運営等を児童・生徒みずからが行っております。それら

の活動を通して、子どもたちは民主主義の意義や自治意識の基礎を体験的に学び、主体的に社会に参画する

意欲と態度を育てることができていると考えているところでございます。 

 さらに、皆さんも御記憶があるかと思いますけれども、中学校での生徒会役員を選出する生徒会選挙は、

選挙管理委員会を校内で組織し、生徒みずからが役員に立候補し、立会演説会を実施するなど、実際の選挙

とほぼ同じ形で行われております。これまで選挙管理委員会による出前授業という形は実施されておりませ

んけれども、投票箱や記載台等の器材の貸し出しにつきましては、第二中学校や第四中学校の生徒会役員選

挙の際に行われていると伺っております。以上のような教育活動を通して、今後とも本市が推進しておりま
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す市民性を高める教育の一環として、関係各課との連携を図りながら、主権者としての自覚を高める教育の

一層の充実に努めていきたいと考えております。 

 

◯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、大きな項目の若者の政治参加について、選挙管理委員会事務局にお伺いします。長野県の選挙管理

委員会のほうでは、投票所の前にレッドカーペットを敷いたり、ウエルカムドリンクを用意したりといった

取り組みがされております。また、愛媛のほうでは、大学内に選挙コンシェルジュを設け、選挙の啓発活動

を行っております。武蔵野市においても独自の取り組みをし、テレビに取り上げてもらえるようなチャレン

ジングな対策をお願いできればなと思います。 

 ２点目の若者の地域参加について、市長にお伺いします。市内のコミセンの利用についてですが、私の周

りの二、三十代の人は、武蔵野市で生まれ育った人はコミセンを認知しています。しかし、社会人になって

引っ越してきた、まだ子どものいない方たちの認知度は非常に低い状況です。その認知度はなぜ低いか。や

はり広報が弱いからだと思います。コミセンのホームページを見ましても、利用者、人を呼び込むような力

の入れ方が弱いのではないかと感じております。ですので、自主運営に全て任せ切りにするのではなくて、

ある程度行政からの指導をし、バランスのとれたコミュニティセンター、多くの人が利用できるコミュニテ

ィセンターにしていっていただきたいなと思います。 

 次に、市民文化会館についてですけれども、特に高齢者に向けてイベントをやっているわけではないとお

っしゃっておりましたが、実際問題、高齢者の方の利用状況が多いのであれば、若い世代も参加できるイベ

ントを検討すべきなのではないでしょうか。多くの税金・補助金、出ております。その点もバランスをとっ

ていただきたいと思います。 

 次に、男女の出会いの場づくりに関してですが、ほかの自治体は定住の促進を目的にしているとおっしゃ

っておりました。武蔵野市は、人口も多く、定住については余り求めていないとおっしゃっておりました

が、日本全体で見れば人口は減っております。今の武蔵野市では、転出者よりも転入者が多い状況ですの

で、地方の人口増に寄与できるといった視点も大切なのではないかと思っております。また、私、幸福度調

査を調べましたけれども、2012 年の日経新聞の記事に、調査によりますと、幸福度を高める一番の要素、そ

れは家庭だという結果が出ております。１人の武蔵野市民ではなく、日本人が幸せになれるような環境づく

り、そんな武蔵野市にしていっていただければと思います。 

 ですので、私を含め、若い議員、今回、結婚支援策について質問されている方が複数いらっしゃる状況で

す。結婚・出産支援を市で行っていくことが私は必要だと思いますが、改めて市長の見解をお伺いできれば

と思います。結婚・出産支援に関しては、当事者である結婚・出産世代の声が必要なのではないでしょう

か。御答弁、よろしくお願いいたします。 

 

◯市 長（邑上守正君）  先ほどの御質問にお答えしたつもりでもございますけれども、最後のお話から

御答弁申し上げますと、確かに日本全体を考えれば少子化対策も必要なので、途切れのない支援が必要だと

思っております。ただ、それは恐らく武蔵野市だけで完結する話ではない。武蔵野市は、とりわけ閉ざされ

た自治体ではないので転出入も大変多いという中で、出生率の低い一つの要因は、若い世代の単身者も極め
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て多い。例えば若い女性も安心して住めるということも、実はそれが合計特殊出生率を下げている一つの要

因でもあるのですね。なので、総合的に捉える必要もあるかなということもあって、武蔵野市という都市の

特性を十分に考えた中で、日本全体での少子化対策で武蔵野市が何ができるのかということを考えていく必

要があるのではないかと思っています。 

 ただ、だからといって、地方の定住促進に大いに貢献するべき、武蔵野からどんどん若い人を送り込めと

いうことにはならないのではないか。現在、地方創生ということで、我々もこれから人口のビジョンを考え

ながら総合戦略を考えるわけですけれども、武蔵野市としての持続可能な都市づくりについて考えていかな

ければいけないので、もちろん地方都市との連携も必要ですけれども、武蔵野市の方、どうぞ地方都市に結

婚に行ってくださいという言い方は、市からはなかなか言いにくいのかなと思っています。 

 それから、各施設での若い世代が参加できるイベントというか、先ほどもお話ししたとおり、若い人が参

加できないイベントというのは余りやっていないと思っております。だから、逆に若い世代が何を求めてい

るのか、これを探らないといけないということですよね。なので、そういう要望をぜひ若い皆さん方にお聞

きしたいと思っておりますので、どういうことをやったらいいかというのをぜひ御提案いただければと思っ

ております。 

 

◯選挙管理委員会事務局長（守矢利雄君）  他の団体での啓発の取り組みの御紹介をいただきました。あ

りがとうございました。本市におきましても参考にさせていただきたいと存じますが、多くの人の関心を引

き寄せる啓発ということも非常に大切かと思いますけれども、何といっても武蔵野市の特性に合った効果的

な啓発施策というものがどういうものなのかというのを、よく研究していく必要があるのかなと考えており

ますので、よくその点を踏まえて検討して進めてまいりたいと思います。 

 

◯市 長（邑上守正君）  ちょっと答弁漏れでございます。コミセンの利用促進ということですが、これ

も先ほど答弁したとおりで、各コミセンも大変悩まれています。若い人がなかなか入ってこないということ

もあって、まずはその１つとして、転入者に向けて、市としてはコミセンの案内を今、差し上げていますの

で、その中で地域でどんなコミセンがあるかを知ってもらうということも大切じゃないかなと思っていま

す。 

 また、コミュニティ研究連絡会、コミセン協議会の連合会でも、コミセンをもっと知ってもらうというこ

とで、毎年、このところスタンプラリーをやって、多くの方々に行っていただくような機会もあります。ま

ず、確かにコミセンを知ってもらうことが利用につながっていくのではないかと思っていますので、市とし

ては利用啓発にコミセンの紹介を進めていきたいと思っています。 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  御答弁ありがとうございました。 

 市長は、先ほど地方に対し、結婚し、転出促進を図ることはできないとおっしゃっていたと思いますが、

武蔵野市には多くの姉妹都市があります。そういった姉妹都市と連携を図り、武蔵野市で結婚した人が姉妹
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都市の定住を促進するような施策を考えてもよいのかなと思いますが、市長の見解をお伺いします。 

 

◯市 長（邑上守正君）  先ほどお答えしているとおりでございます。ただ、友好都市との関係は大切に

したいなと思っておりますので、これからも定住促進、定住に関してはなかなか微妙な問題もありますけれ

ども、交流人口としては、交流先の自治体も求めていることが多々ありますので、そういう交流を進めてい

きたいと思っております。あわせて、既に実は各友好都市では、いわゆる定住促進事業をやられています。

そういう案内も実は我々、もらっているので、それを市民にも伝えるということをしていますし、友好都市

のホームページも我々のホームページにリンクしておりますので、それを通じて、そういうことが市民にも

伝わっていけばと思います。 


