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◯６ 番（竹内まさおり君）  それでは、通告に従いまして、平均世帯が２人の子どもを育てられる社会環

境の実現等について質問いたします。 

 １、平均世帯が２人の子どもを育てられる社会環境の実現について。年々婚姻件数は減り、また、平均初婚

年齢や平均出産年齢が上がり続ける中、我が国の年間出生数もいよいよ 100 万人を切ろうとしております。一

体なぜ少子化がとまらないのでしょうか。平均で２人以上の子どもが育てられる環境でなければ社会は衰退の

一途となります。そこで、実際に現在の社会環境において平均世帯が２人の子どもを育てられるのかどうか、

平均年齢、平均収入、平均支出等をもとに試算し、構造的な問題がないかどうか検証を行いました。 

 平成 28年度少子化対策白書によりますと、平均初婚年齢は平成 26年で夫が 31.1歳、妻が 29.4歳、そして

母親の平均出産年齢は第一子で 30.6歳、第二子が 32.4 歳とあります。また、厚生労働省によりますと、平均

寿命は平成 27年度で男性 80.79歳、女性 87.05歳となっております。 

 そこで、これらの平均年齢に基づき、平均世帯年収、平均教育費、平均生活費を当てはめていきます。なお、

１万円未満は四捨五入といたします。まず、収入に関しましては、総務省統計局の平成 27 年度家計調査によ

りますと、給与、財産収入、社会給付費、仕送り金、退職金等を含めました実収入総額で、勤労世帯のうち 30

代が世帯主の平均世帯年収は計 538 万円、勤労世帯のうち 40 代が世帯主の平均世帯年収は計 645 万円、勤労

世帯のうち 50 代が世帯主の平均世帯年収は計 645 万円、勤労世帯のうち 60 代が世帯主の平均世帯年収は計

445万円、また、65 歳以上の夫婦無職世帯の平均世帯年収は計 256万円、65歳以上の単身無職世帯の平均世帯

年収計は計 138 万円となっております。 

 一方、支出に関しましては、子どもはそれぞれ幼稚園３年間、小学校６年間、中学校３年間、高等学校は３

年間通わせるものとし、文部科学省平成 26 年度学習費調査に基づき加重平均にて公立、私立の教育費を求め

ますと、幼稚園期間は 45万円、小学校期間は 34 万円、中学校期間は 54万円、高等学校期間は 60万円となっ

ております。そして教育費を除いた生活費は総務省統計局の平成 27 年度家計調査によりますと、総世帯のう

ち勤労者世帯で世帯人数が２人の平均生活費は、食料 77 万円、住居 27 万円、光熱・水道 23 万円、家具・家

事用品 11 万円、被服及び履物 13 万円、保健医療 14 万円、交通・通信 56 万円、教養娯楽 32 万円、その他の

支出 85 万円、そして所得税や住民税、固定資産税などの直接税や年金掛金、健康保険料などの社会保険料等

の非消費支出が 102 万円、住宅ローンの返済である土地家屋借入金純増が 33 万の合計で 472 万円となってお

ります。同様に、世帯人数が３人の平均生活費は計 489 万円、世帯人数が４人の平均生活費は計 525万円とな

ります。また、65歳で定年を迎えた後の生活費は、高齢夫婦無職世帯の平均生活費で計 333万円、高齢単身無

職世帯の平均生活費で計 190 万円となっております。 

 そういったものでライフプラン表をつくりました。私のホームページに掲載しております。こういったもの

です。そして、子どもが 22 歳で家から独立すると仮定し、これらの学習費調査、家計調査の平均値にてライ

フプラン表を作成してみますと、結婚初年度の２人暮らしの年は、家計収支が 66 万円のプラスとなります。

しかし、第一子が幼稚園の期間は一時的にマイナスとなりますが、その後は世帯主の年齢も上がり、収支はプ

ラスに転向、そして世帯主が 59 歳になるころが、金融資産の貯蓄高が 1,511 万円とピークを迎えます。しか

し、その後は毎年貯蓄を切り崩す生活となり、夫が亡くなった２年後からは貯蓄不足が始まります。そして、

妻が平均寿命を迎えるころには合計 349万円のマイナスとなってしまいます。つまり、大学や専門学校への進



学率が７割を超えている現在、子どもは高校までの進学といった平均以下の選択肢を選んだとしても、平均年

齢で結婚、出産し、平均的な教育費、生活費で平均寿命まで暮らすには家計的に厳しい社会環境になってしま

っていると考えられます。 

 そこで質問いたします。Ａ、平均世帯では２人の子どもを育てることが難しいという現在の社会状況に対し、

どのような認識を持っているのでしょうか。市長、教育長の見解をお伺いいたします。 

 Ｂ、国税庁の民間給与実態統計調査によりますと、給与所得者の平均給与は平成９年度の 467 万円をピーク

に減少し、平成 27 年では 420 万円と１割以上下がっております。今後さらなる少子化が進み経済が縮小する

中、現在の二、三十代が五、六十代になったとき、現在の五、六十代と同水準の収入を得ることは困難だと考

えます。今後より一層厳しい子育て環境に陥ってしまうと考えますが、市長、教育長の見解をお伺いいたしま

す。 

 Ｃ、平均世帯が子どもを２人育てられる社会にするためには、家計の収入をふやす、または家計の支出を減

らすといった方法が考えられます。前述の平均値に基づく試算では、直接税の支払いだけで合計 2,000 万円以

上となりますが、この水準に関してはどのような認識を持っているのでしょうか。市長、教育長の見解をお伺

いいたします。 

 Ｄ、前述の試算では、子どもがもし１人だけであれば教育費は 681 万円、その他の支出が 756 万円の計 1,437

万円もの差額が家計に生まれます。また、中央教育審議会の大学教授が引用しております大手保険会社の調査

によりますと、子ども１人当たりの養育費は約 1,640万円との試算もあり、こういった高額な養育費が予定の

子どもの数が理想の子どもの数を下回る最大の要因ともなっております。そこで、この課題解決が重要だと考

えますが、財政が豊かな本市独自の取り組みとして、子どもの養育費を下げる政策はどのようなものがあるで

しょうか。また、今後の具体的な計画等もありましたら、市長、教育長の見解をお伺いいたします。 

 Ｅ、本市の児童は中学受験をし、市外の中学に進学する割合が多い状況であります。そのため、学習塾や予

備校に通っている児童・生徒の割合も全体的に多いと推測できますが、市内小・中学生の学習塾、予備校等の

利用状況はどのようなものでしょうか。教育長にお伺いいたします。 

 Ｆ、学校の補助教材として、また、塾に通えない児童・生徒ら向けに産官学連携でｅラーニングを導入する

事例がふえてきております。例えば、常に全国学力テストで上位の福井県では、昨年、リクルート社のスタデ

ィサプリという月額 980円のオンライン学習サービスを導入し、児童・生徒の勉強の質・量ともに大きく向上

したとの実証結果を発表しました。本市においてもこういったｅラーニングの導入・普及は、学習面での効果

だけではなく、家計における子どもの教育費の抑制にも大きくつながり、子育て環境の改善にも寄与すると考

えますが、市長、教育長の見解をお伺いいたします。 

 Ｇ、現在政府では、日本一億総活躍プランや少子化社会対策大綱を掲げ、結婚、妊娠、出産、育児の切れ目

ない支援の方針を打ち出しております。特に大綱では 2020 年までに全国の市町村の 70％以上において結婚、

妊娠、出産、子育ての各段階に対応した総合的な少子化対策を実施するよう具体的な数値目標を掲げておりま

す。また、国立社会保障人口問題研究所が実施した平成 27 年度出生動向基本調査によりますと、独身でいる

一番の理由が経済的な理由を大きくしのぎ、適当な相手にまだめぐり会わないとなっております。昨年度の本

会議にて、私が結婚支援の必要性を訴えた際、市長答弁では、全市的な、周辺の自治体等も含め、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の回答をいただきましたが、本市はいつどの段階

で結婚支援に取り組むのでしょうか。婚姻率はピーク時の半減となり、今後、国都支出金の安定確保にも影響

が出てくると考えられます。本市よりも人口密度が高く、また地価が高額であっても結婚支援に取り組む都内



自治体もございますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｈ、出会いの場づくりはもちろんですが、それと同時に、異性との上手なかかわり方に関する知識の共有化

も重要だと考えます。そこで、学校教育または生涯学習の場において恋愛学なる講座も必要だと考えますが、

教育長の見解をお伺いいたします。 

 ２、ＩＣＴの活用による無人化、自動化の促進について。長時間労働が問題視されている日本において、さ

らに共働きを促進し高齢者も働かせるといった考え方よりも、食うために働くというライスワーク的働き方を

解決することが市民の生活満足度向上につながると考えます。そこで、ＩＣＴの活用による作業の自動化、無

人化についてお伺いいたします。 

 Ａ、これまでの市政運営において、ＩＣＴの導入により無人化または人員が削減できた業務はどのようなも

のがあるでしょうか。お伺いいたします。また、市政運営において何か今後の計画等があれば市長、教育長に

お伺いいたします。 

 Ｂ、案内板として庁舎の１階に多言語対応可能なタッチパネルを設置する自治体が出てきております。特に

沼津市役所では、広告を出すことにより費用負担なく設置しているとのことです。そこで、本市においても、

今後の受付の無人化も視野に入れ、タッチパネル等の導入が検討できるのではと考えますが、市長の見解をお

伺いいたします。 

 Ｃ、タブレット端末の活用で独居高齢者の安否確認や健康管理、遠隔診療、買い物支援等を試みる自治体や

民間企業が出てきております。例えば、兵庫県養父市では、地元のケーブルテレビ会社と連携し、動体センサ

ーつきのタブレット端末を導入したり、また、東京オリンピックで我が市がおもてなしをするルーマニアでは、

75 歳以上の約４割がひとり暮らしとのことで、夫を亡くした料理好きのおばあさんたちがＳＮＳを活用し、地

域の学生たちをランチに招き、それが好評になっているとの事例もあるそうです。そこで、本市での高齢者政

策においてもさらなるＩＣＴやタブレット活用が重要になってくると考えますが、現在の取り組み状況や今後

の計画等を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。 

 

◯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。平均世帯が２

人の子どもを育てられるような社会環境の実現等についてということで、まず大きくは１点目で、平均世帯が

２人の子どもを育てられる社会環境の実現についてのＡでございます。平均世帯では２人の子どもを育てるこ

とが難しいという現在の社会状況に対してどのような認識を持っているのか、Ｂとして、今後さらなる少子高

齢化が進み、経済が縮小する中、より一層厳しい子育て環境に陥ってしまうと考えるが、見解をということで、

Ａ、Ｂあわせて答弁を申し上げます。 

 平成 28年度の年次経済財政報告によりますと、子育て期世代では子どもに対する教育資金等が発生する中、

安定的収入の確保や老後の生活設計への不安などから、個人消費が抑制されている。若年層では非正規雇用者

比率も高く、食料品などの必需品価格の上昇の影響などもあり、厳しい社会状況におかれていると認識をして

いるところでございます。竹内議員が苦労されてやっていただいたこのライフサイクルのものを、ちょっと今

いただいたので、後ほどまたじっくり拝見させていただきますが、２人ということを想定して、恐らく人口を

維持するためには２人以上いないとなかなか維持できないという、そういう想定のもとに２人の場合というこ

とでシミュレーションいただいたものだと思っていますので、参考にさせていただきたいと思っています。武

蔵野市の合計特殊出生率は、御指摘のように２以上いっていないものですから、武蔵野市だけでは完結して人



口を維持するというのはなかなか難しいということは認識をしているところでございます。ただ、御指摘のあ

るとおりでございますが、２人いなければいけないということではないというふうに思っております。あくま

でシミュレーションとして、２人世帯を平均的なものというふうに認識をしているところでございますが、子

どもの人数というのはあくまで個人の価値観やライフスタイルにかかわるものでございますので、なかなか私

から２人ということは限定はしづらいような状況ではございます。ただ、現在の社会状況に対する抜本的な子

育て対策というのは、雇用や所得、労働環境に関する保障、法整備など国の政策において取り組むべきものと

いうふうには認識をしてございます。基礎自治体の市としましては、妊娠、出産、育児、そして学校教育に至

るまで切れ目のない支援ができるような、例えば保育所の整備や母子保健、各種相談体制や学校教育の充実な

ど、子育てしやすい環境を整備していくことが重要な役割であるというふうに認識してございます。なお、シ

ミュレーションいただきましたデータは、基本的には全国的な平均のデータというふうに捉えておりますけれ

ども、本市の所得分布は若干平均とは異なるのではないかなというふうに思っています。特に本市の場合は高

額所得者も多いということから、平均世帯収入も全国的な平均よりかなり高いものとなるだろうというふうに

思っておりますし、また、平均世帯がどの程度子育てが厳しいかという判断もなかなか難しいのではないかと

いうふうに思います。ただ逆に、地方と違って都市部でございますので、住宅費や物価が高いということも課

題となっているのではないかなというふうに思いますし、市民性から、各世帯が教育費をかけるような家庭も

多いのではないかなというふうに思いますので、この面からすると、子育てに対しては経済的に厳しいとされ

る世帯も多いのではないかなというふうに思っておりますが、市としての十分な分析は今できてございません

けれども、市の実態把握には今後も努めていきたいというふうに思っています。 

 次に、Ｃとしまして、直接税の支払いだけで合計 2,000万円以上となるが、この水準に関してどのような認

識を持っているかということでございますが、我が国において租税負担は憲法 25 条の、全ての国民は健康で

文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとの規定を具体化するための資源配分を行う目的を有するもの

であるというふうに認識をしてございます。この資源配分の大きさは、子育てや子どもの教育に要する費用を

私的なものとするか、国や地方公共団体が一定程度負担するものとするかに大きく左右されるというふうに考

えております。子育てや子どもの教育に要する費用は、社会全体の担い手を育てるという観点とともに、全て

の人が活躍できる社会を実現するという観点からも、国や地方公共団体が一定程度負担するべきものというふ

うに考えております。また、全国的には人口減少社会に突入しておりまして、子育て負担が女性に偏りがちで、

女性の社会的活躍が狭められている我が国の現状からは、この分野に重点的に公費を投入する必要があるとい

うふうに考えているところでございます。 

 次に、Ｄとして、財政が豊かな本市独自の取り組みとして、子どもの養育費を下げる政策はどのようなもの

があるか、また、今後の具体的な計画等もあるかということで、これは後ほどまた教育長からも答弁がありま

す。以前から未就学児あるいは児童・生徒等の医療費補助というのがございますが、さらに認可外保育施設入

所児童保育助成金、あるいは幼稚園等の入園料補助金あるいは幼稚園等の保育料の補助金などの各種助成など

独自の取り組みを進めているところでございます。子育て支援において特に医療、教育は、ナショナルミニマ

ムとして国の責任において環境を整備することが重要であり、全国市長会においても国に要請をしているとこ

ろでございます。市としましては、地域の実情や特性を踏まえた課題を認識し、その課題を解決するための対

策を充実していきたいというふうに考えておるところでございます。 

 Ｅについては、後ほど教育長から答弁があります。 

 次にＦについてでございます。ｅラーニングの導入・普及は、学習面の効果だけではなく家計における子ど



もの教育費の抑制にも大きくつながり、子育て環境の改善にも寄与すると考えるがということで、これも後ほ

ど教育長から答弁がありますが、私からは、まず塾に通えない児童・生徒向けのｅラーニングの導入の普及に

ついてでございますが、これは先進的な取り組みを進めている自治体もございますので、今後一層の研究が期

待される取り組みかというふうに考えています。一方、ｅラーニングのような取り組みを推進していくには、

家庭にどう協力していただくかなどの課題が考えられるほか、市として全部の小・中学校の全学級に常設型の

電子黒板つきプロジェクター、書画カメラを設置するなど、学校教育におけるＩＣＴ機器の整備のための予算

を配当しており、これらの取り組みの効果検証を行った上で検討していくべきであるというふうに考えていま

す。これらのことを踏まえた上で、この後、教育長からも答弁があるかと思いますが、市としても、子どもの

学びを支えるための取り組みについてさらに検討を進めていきたいというふうに考えております。 

 次に、Ｇとして、結婚支援の必要性のお尋ねに対し、私の以前の答弁で、全市的な、周辺自治体等も含め広

域的な取り組みは大いに必要ではないかと認識していると答弁しておりますが、本市ではいつどの段階で結婚

支援に取り組むかというお尋ねでございます。少子化対策として結婚、妊娠、出産、育児と切れ目のない支援

を行うことは必要であると認識しており、東京都や他市区など広域的な事業との連携については研究の余地が

あるとは考えておるところでございます。現在、内閣府で行われております、結婚の希望を叶える環境整備に

向けた企業・団体等の取組に関する検討会の議論によると、適当な相手にまだめぐり会わないといっても、婚

活にかける時間がない、お金がない、地域や職場で自然に出会いたいなど、理由により求められる支援は異な

り、結婚という個人のデリケートな部分への行政介入と受け取られることのないよう最大配慮すべき、このよ

うに示されているところでございます。少子化対策は国を挙げて取り組まなければいけない大きな課題である

と思ってございます。昨年度の一般質問の際答弁申し上げた、広域的な取り組みは必要であるという認識に変

わりはございませんが、武蔵野市主導で実施していくという趣旨ではございません。いずれにしましても、結

婚支援については、市内を見ましても、結婚相談は少なくとも民間で２カ所以上行っておられます。また、街

コンなどで民間での取り組みも活発に行われております。街コンにつきましては、調べましたところ、この 12

月から２月にかけての３カ月間で 30 件以上この吉祥寺で実施する予定というふうに情報としてあるところで

ございます。このような状況もございますので、現時点では市として独自に行うことは考えてございません。 

 恋愛学については、後ほど教育長から答弁があります。 

 次に、大きなお尋ねの２点目で、ＩＣＴの活用による無人化、自動化促進についてということで、Ａとして、

これまでの市政運営においてＩＣＴの導入による無人化または人員が削減できた業務はどのようなものがあ

るのかということでございます。市では、昭和 60 年にホストコンピューターを導入し、住基、税、国保など

の住民情報系の業務をシステム化して、これまで手作業で行っていた事務を大量一括処理できるようになり、

業務の効率化が進みました。その後、平成 11 年から内部統合情報システムを導入し、職員の内部情報である

財務会計や文書管理、人事給与システムなどについてもシステム化を行い、それぞれの事務において業務量が

削減されているところでございます。それと同時に、各課個別のシステムについても導入を進め、現在、庁内

のかなりの分野でＩＣＴ化が進んでおるところでございます。この 20 年間のシステム化により、財務会計シ

ステム導入や戸籍電算化による事務の見直し、図書館システムの拡充等により定数を削減してきているところ

でございます。また、証明書自動交付機の設置や各種手続の電子申請システムを導入することで窓口の効率化

を実現しているところでございます。コンピューターやシステムを導入することで業務はある程度効率化され、

事務に当たっていた職員の労働時間は短縮されるところでございます。ただ、今まで繁忙のために手がつけら

れなかった業務や、多様化する住民要望へのきめ細かな対応、さらにはシステムの管理など新たに発生する業



務があり、これにシステム化により余裕のできた人員を振り分ける必要がございます。結果として、システム

化を行ったからといって必ずしも全体の人員を削減できているものではないというふうに考えているところ

でございます。 

 次にＢとして、受付の無人化も視野に入れたタッチパネル等の導入の検討についてということでございます

が、市役所の業務は多様な来庁者の要望に応じてきちんと対応する必要があるということでございますので、

基本は有人による案内が必要であるというふうに考えております。御紹介いただきました沼津市でも庁舎案内

を無人化する予定はないとのことでございました。多言語対応が必要なことは、海外からの来訪者の案内など

で補完的に使うと効果があると思いますので、他市の事例などをよく調査しながら、今後よく研究をしていき

たいというふうに考えております。 

 次にＣとして、本市の高齢者施策においてさらなるＩＣＴやタブレット活用が重要となってくると考えるが、

現在の取り組み状況や計画などを伺うということでございます。地勢や人口分布などの理由からＩＣＴ活用を

進めておられます兵庫県の養父市のような事例を御紹介いただきましたが、そういう自治体もございますが、

都市部である武蔵野市では、基本的にはフェース・ツー・フェースでの孤立化防止や安否確認が望ましいもの

と考えております。そのため、従来、民生・児童委員による独居高齢者調査や、武蔵野市赤十字奉仕団による

友愛訪問、在宅介護・地域包括支援センターによる訪問調査などを行って、支援を要する高齢者を把握したり、

見守り・孤立防止ネットワークを通じて異変の早期発見と早期対応に努めているところでございます。これを

補うものとしては、高齢者安心コール事業や緊急通報システム事業などのサービスを用意し、高齢者がひとり

暮らしでも地域で安心して生活できるよう支援をしているところでございます。また、本年７月からはいきい

きサロン事業を開始し、より身近な地域で人との交流や介護予防に参加でき、連絡なしに欠席された場合は安

否確認を行う体制などもつくっているところでございます。 

 次に、ＩＣＴ活用についてでございますが、ＩＣＴ活用の取り組みとしましては、武蔵野市医師会が、医療

と介護関係者による情報共有と連携を効率的に行うため、平成 26 年度より完全非公開型の医療介護専用ＳＮ

ＳであるＭＣＳ（メディカル・ケア・ステーション）というアプリケーションを活用したＩＣＴ連携を推進し

ておるところでございます。医師会の主治医が対象となる患者の支援を行う、訪問看護師や訪問看護事業者

等々の関係者を招待し、支援者グループをつくり、その中で情報を共有し、在宅療養支援につなげているとこ

ろでございます。28 年 10 月 26 日現在、ＭＣＳ登録メンバー数は 399 名でございまして、その中には利用者

の家族も一部含まれているところでございます。このようなＩＣＴ連携については、業務の効率化やサービス

の質の向上のために今後ますます発展していくものと認識してございますが、ＩＣＴ活用はあくまでも連携ツ

ールの一つでございまして、まずは関係者間においてもお互いの顔の見える関係、信頼関係の構築が前提であ

る、このように認識をしているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

 

◯教育長（宮崎活志君）  それでは、私のほうにもお問いかけがございましたけれども、所管事項にかかわ

るものとして、１のＤ、Ｅ、ＦそしてＨについてお答えをしたいと思います。 

 まず、１のＤでございますけれども、本市独自で行っている子どもの養育費を下げる政策についてのお尋ね

でございますが、市教育委員会として直接養育費を軽減するような政策は行っておりませんので、ここでは保

護者の負担を軽減するよう現在取り組んでいる教育施策についてお答えをいたしたいと思います。 

 まず、学校教育における具体的な取り組みとして、セカンドスクール参加に当たっての保護者の負担軽減な



どがございます。現在、セカンドスクール、プレセカンドスクールは、小・中学校あわせて合計いたしますと

12泊 15日以上で実施しておりますが、保護者に御負担いただいている額としては、基準１泊が 2,000円と

いうことで、残りは全て公費によって賄われております。 

 また、各学校において平日の放課後や土曜日、長期休業中に学習支援教室を実施しておりまして、個々の習

熟に応じた学習プリントや復習プリントを活用することにより、教育機会の均等に留意し、児童・生徒の基礎

学力の定着や学習意欲の向上に努めているところです。今後とも保護者の負担を少しでも軽減しつつ、子ども

たちの学びの質を向上させる取り組みについて検討してまいりたいと思っております。 

 次にＥとして、市内小・中学生の学習塾、予備校等の利用状況についての御質問でございましたが、今年度

の全国学力・学習状況調査における児童・生徒への質問紙調査の結果によりますと、学習塾等を利用している

小学校第６学年の児童の割合は 69.5％でございます。中学校第３学年の生徒の割合は 78.0％という結果に

なっておりまして、竹内議員が御指摘されたように、全国平均と比較しても高い数値となっております。 

 次にＦとして、塾に通えない児童・生徒ら向けのｅラーニングの導入、普及についてでございますが、竹内

議員の御指摘のとおり、家庭学習の改善による基礎学力向上等の可能性があり、今後の研究に期待が寄せられ

ているところでございます。一方、市立学校でこのような取り組みを推進していくには、全児童・生徒分の動

画閲覧用タブレット端末の調達や、各家庭のインターネット環境の整備、それから利用に当たっての家庭との

協力などが課題となってまいります。ｅラーニングの導入によって家計における子どもの教育費の抑制につな

がる可能性はありますが、実現していくためには、今述べたような課題についても検討していく必要があると

考えられます。現在、市教育委員会といたしましては、市長からも御答弁がございましたが、学校の教育活動

におけるＩＣＴ機器の積極的な活用、ＩＣＴ機器の整備について、第二期武蔵野市学校教育計画に基づき重点

的に進めているところでございます。まずは学校教育の中でのＩＣＴ機器の活用を通して、子どもたちの学習

意欲の向上やわかる授業の実現など、学びの質を高めていくことが大切であると考えております。 

 また、本市の学校教育における児童・生徒を取り巻く大きな課題は、自然と直接触れ合う機会や直接体験の

減少であると考えておりまして、そのため、セカンドスクールを初め体験活動を重視し、豊かな情操、感性、

知的好奇心や探求心などを育む教育を推進しているところでございます。今後、これらの取り組みの効果検証

を踏まえた上で、竹内議員のおっしゃる産官学連携によるｅラーニングの可能性についても研究してまいりま

す。 

 そして、１のＨでございますが、恋愛学の講座が必要ではないかという御質問でございますけれども、現在

学校では、例えば道徳の時間に、主として人とのかかわりに関することの学習の中で、友達と互いに信頼し学

び合って友情を深めるとともに、異性についても理解を深め、人間関係を築いたり深めたりしていくといった

内容を行っております。そのほか、人権教育の視点に基づきまして、性についての多様性も踏まえ、全ての人々

の人権を尊重し、コミュニケーション能力を高めていけるよう、学校ごとに教育活動全体を通して取り組んで

いるところでございます。 

 また、生涯学習の場における取り組みでございますが、武蔵野プレイス地下２階には、青少年が自由に過ご

すことができるフロアができておりまして、御存じだと思いますが、ここで子どもたちがゲームや卓球、テー

ブルサッカーなどで遊んだり交流したりしている姿がよく見られます。こうした活動の中で、異性を含め、人

と人とのかかわりについて思いを深めることができる機会となっていると考えているところでございます。今

後とも人間関係の多様化に対応しつつ、人とのかかわり方について適切に指導を行ってまいります。 

 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。平均世帯で２人の子どもを育てることが難しいとい

うのは、やはりすごく深刻に受けとめていただきたいなと思っておりまして、マルサスの人口論ではないです

けれども、やはり食べていけないと人口が減っていく、まさにそのとおりだなと思っておりまして、平均でも

２人の子どもを育て切ることが難しいというのは、所得の再分配においてもやはり限界がある状況だと考えら

れると思います。今回の一般質問で、税金についても私は指摘させていただいておりますが、今後は、例えば

義務教育の費用に関しても、質を保ったままコストは削減できないか、そういった視点も今後は十分必要にな

ってくるものだと私は思います。 

 ですので、そういった回答も教育長からいただきたかったのですけれども、具体的に再質問は、Ｇですね、

私のずっとテーマである結婚支援。行政による結婚支援が必要だ、そういったアンケート調査、どこが実施し

たかちょっと今記憶にないのですけれども、そういった必要性というのもテレビやニュースで出ておりますの

で、個人のことに関する行政介入だといった偏った捉え方をするのではなくて、本市はサイエンスフェスタや

環境フェスタ、ケアリンピックといったさまざまな分野のイベントをやっていると思います。ですので、その

一つの分野として恋愛フェスタみたいな、どうですか。そういったことも、（発言する者あり）そうなのです、

必要だと思うのですよ。私たちは本当に幸せな人を一人でもふやしていく、そういった視点というのは本当に

大切なのです。 

 例えば、市長の御出身の大学でも恋愛学という授業があるのを御存じですか。早稲田大学では恋愛学という

のがありまして、教授が 150 人ぐらいの聴講生を考えられていたみたいなのですけれども、ふたをあければ

800 人もの学生の申し込みがあったと、そういったニュースが出ております。国民生活白書にもありますが、

やはり人づき合いが難しくなってきている、そう考える人たちもありますので、やはり民間主催の結婚支援と

いうのはどうも、サクラですとか、そういったちょっとうさん臭さや利益目的というのですか、そういった不

安要素もやはりあるのです。なので、行政による結婚支援、やはり公的な機関の結婚支援というのがすごく必

要だと思っていまして、そうですね、はい。なので、今回の私の一般質問も本当に、こういう視点、こういっ

た考え方もあるんだなという気づきになっていただきたいなと思います。（発言する者あり）そうですね、ま

さに婚活課が必要だと思うのです。 

 そういう恋愛を促すようなイベントの開催の可能性というのは、検討の余地についてまたお伺いしたいのと、

次にＨで、恋愛学の生涯学習について私は質問しましたが、教育長からは、児童や青少年に対する回答をいた

だきました。そういった青少年よりももうちょっと上の世代に向けた恋愛学というのですか、もう社会人にな

っている結婚適齢期の二、三十代に向けた、そういった生涯学習の講座に関して見解をお伺いしたいと思いま

す。 

 

◯市 長（邑上守正君）  結婚支援について再三御質問いただきましたが、考え方は先ほど申し上げたとお

りでございまして、広域的な対応で取り組むべきではないかなというふうに思っておりますので、御意見は御

意見として伺っておきたいというふうに思っています。 

 

◯教育長（宮崎活志君）  初めに、最初に御質問ありました、義務教育の質を保ったままでコストを下げる

ということの考え方を聞きたかったということでございますが、そうですね、それは私どもも本当にそれを実

現していきたいなと思っております。というよりはむしろ、新しく義務教育の質を向上させるためのいろいろ



な企画、工夫もしていきながら、しかしコストが過大に膨らまないような形で抑えながらいくということも一

つ大事なことかなと思っていますので、まずはその質の優先、そしてコストを抑える努力、こういったところ

は努めていきたい、また、そうしなければいけないというふうに思っているところでございます。 

 それからもう一つ、特に青年期にある市民などに向けた恋愛学のような、そうした何らかの取り組みや生涯

学習の可能性はということでございますけれども、これもちょっと、これを企画するときに、その内容や方法

といったものなどもなかなか難しいところもあるかなと思いますし、企画されれば、なるべく多くのそうした

青年期の市民が参加できるようなものになればいいなと思うのですけれども、今まで比較的少ない、単発には

何らかの講座でそうしたことが人間関係づくりで、特に異性との関係を含めたといったものは扱われたことは

あったと思いますけれども、今おっしゃっているのはそういう一つの連続した授業としてというふうな形だと

思いますので、これなども今後の研究材料、研究課題ではないかなと思います。 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。ぜひ検討していっていただきたいなと思います。 

 次に、２番目にＩＣＴ活用に関して再質問いたしますが、こちらでルーマニアの例を挙げさせていただきま

したが、今後は便利な道具の普及というのですか、それがすごく大事なのかなと思っていまして、高齢者の方

による自助努力の促進というのですか、なので、例えばまだまだテンミリオンハウスを増設していきたいとい

った話も出ておりますが、それだけではなくて、そういった施設がなくても高齢者の方がこういった新しい道

具を使ってもっと地域交流、また、その独居老人の人たち同士がもっとつながって、そういった仕組みづくり

が必要かなと思うのですけれども、例えば、コミセンでのパソコン教室などは聞いておりますが、そういった

タブレットを活用した高齢者政策、使い方の指導みたいな政策というのは今されているのかどうか、ちょっと

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、パソコン教室などは各コミセンでやっておりますし、また、中

学生が高齢者にパソコンを指導する、そんな取り組みもやっていただいているようなところでもあります。御

指摘のタブレットは、私もこれから大いに活用されるべきではないかなと思っています。つまり、タッチパネ

ル、触っていろいろな情報にアクセスできるというのは極めて有効な方法ではないかなというふうに思います

ので、タブレットがテレビのように使い勝手のいいものになっていけば、より一層その汎用性はもっともっと

あるのではないかなというふうに思っておりますので、今後さまざまな部門でタブレットの導入については検

討していくべき課題だというふうに思っています。 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。先日のケアリンピックに参加させていただきました

が、在宅介護の事例みたいなポスターを読ませていただきました。ぜひそういった感じで、例えば上手なタブ

レットの使い方みたいな事例も積極的に共有していく、そういった取り組みもしていっていただきたいなと思

います。 

 以上です。 


