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2016.02.26 ： 平成 28 年第１回定例会（第２号） 本文 

 

◯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、平成 28 年度武蔵野市予算編

成方針並びに施政方針について質問をさせていただきます。市長におかれましては、長時間にわたる御答弁大

変お疲れだとは思いますが、ふだん接する機会の少ないであろう 30 代の声として聞いていただければと思い

ます。 

 では、まず第１項目にあります平和への希求について質問させていただきます。市長のライフワークとも言

えます平和への希求ですが、今年度もかなりの意気込みが感じられました。近隣自治体と比較してみましても、

お隣の三鷹市の施政方針では平和というキーワードは１回に対し、本市の施政方針の中では何と 14 回も出て

きております。ぜひ今後も 71 年前に空襲を受けた悲惨な経験を語り継ぎ、平和の大切さを学び、発信してほ

しいと思っております。 

 しかし、平和ばかりでよいのでしょうか。結婚や出産といった地方自治になじむキーワードも、せめて１回

くらいは言及していただきたかったなと非常に残念に感じております。実際に武蔵野市民意識調査報告書を見

てみましても、平和や国際交流関連の事業への重要度は 24 項目中最下位だという結果が出ており、市民ニー

ズとのずれも感じます。近年、武蔵野市の出生数がふえているといっても、合計特殊出生率は 1.17 と、日本

平均 1.42、都内区部平均 1.19、都内市部平均 1.28 と比べ、依然低い状況であります。さらなる高齢者福祉や

障害者福祉を進めるにしても、まず第一に、その担い手となる新しい命を育む環境整備が重要になってくるの

だと考えますが、武蔵野市の出生率の数値目標も含め、市長の見解をお伺いします。 

 次に、人口ビジョンと地方創生に向けてについて質問させていただきます。民間の調査、こちらは「日経ビ

ジネス」による活力ある都市ランキングで、本市は１位になりましたとの記載があります。私も大変うれしく

思っておりますが、それと同じく、「日経ＤＵＡＬ」と日経新聞社による「共働き子育てしやすい街」はどこ

だという子育て支援に関する調査では、本市はランキングに載っておりませんでした。昨年の９月から 10 月

に行われた調査でありますが、武蔵野市は未回答であったとの記載があります。こちらは市長の判断なのでし

ょうか。なぜ回答されなかったのか、見解をお伺いします。 

 また、そのランキングにおける評価のポイントは、認可園に入りたい人が入れているか、ファミリーサポー

トセンターやシルバー人材センターが充実しているか、病児保育に預けやすいか、学童クラブが６年生まで対

象にしているかなどでした。例えば本市ではファミリーサポート事業をやっておらず、ＮＰＯが担っている現

状であります。そのためでしょうか、利用料は１時間 1,500 円と、三鷹市、小金井市、府中市、西東京市の近

隣自治体の利用料 700 円、800 円と比較し、およそ倍の水準となってしまっております。この状況をどのよう

に捉えられているのでしょうか。本市でも、そういったＮＰＯ支援の改善やファミリーサポートセンターを立

ち上げ、地域内での子育て共助や不足している一時保育をもっと支援していくべきではないかと考えますが、

市長の見解をお伺いします。 

 続いて、差別のない社会に向けてについて質問させていただきます。障害者差別解消法の施行や男女共同参

画について書かれておりますが、近年、特に話題となってきておりますＬＧＢＴ関連の記述がありません。も

しかしたら男女共同参画の部分にＬＧＢＴ向けの施策も含まれているのかもしれませんが、電通のＬＧＢＴ調

査 2015 によりますと、ＬＧＢＴの人口割合は 7.6％と、左ききやＡＢ型人口と近い割合で存在しているとの
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ことです。これは本市で考えれば、１万人以上の割合であります。そう考えると、ニーズ調査はもちろんのこ

と、渋谷区や世田谷区のように同性パートナーシップ証明書等の発行等、しっかりとしたＬＧＢＴ向け施策が

重要になってくるのではと考えますが、市長の見解をお伺いします。 

 次に、子どもたちの笑顔を育むについて質問させていただきます。保育園の増設が間に合わず、待機児童の

解消がなかなかできずにいるとのことですが、単純に子どもを預けて働くという仕組みを推進するのではなく、

逆に子連れで出勤できる職場づくりを推進する。そういった発想もできるかと思います。実際に多摩市では京

王電鉄が始めました。キッズスペース教室が小さな子どもを持つお母さん方に好評であるとのことです。そこ

で、本市においても、待機児童の解消対策は単純に保育所づくりだけではなく、子連れ出勤が可能な市内事業

者の奨励や支援等の取り組みも必要かと思いますが、市長の見解をお伺いします。 

 また、教育環境の充実という部分で、子どもの健やかな成長と最善の利益を尊重する教育を実施してまいり

ますとありますが、最善の利益とは具体的にどのようなものを考えられているのでしょうか。お示しください。 

 また、他の自治体では、市長の施政方針にあわせ、教育長による教育方針の公表も行われているとのことで

した。本市でも、ぜひ課題の共有やビジョンの共有を図っていきたいと思いますが、市長の見解をお願いいた

します。 

 そして、文部科学省の平成 26 年の英語力調査によりますと、高校生の英語力は７割、９割が中学卒業レベ

ル以下、また中学生の英語力も目標以下だったとのことです。近隣自治体であります府中市では、生涯学習セ

ンターがキッズ英会話やジュニア英会話等の講座を開催しておりますが、本市においても学校教育だけではな

く、子どもの英語力を育む政策が必要なのではないでしょうか。ママ 900 人に聞いた子どもに習わせたいお稽

古ランキング、民間調査では、英語・英会話が１位と、ニーズの高さもうかがえます。本市では、子ども向け

生涯学習講座として「世界を知る」といった企画はありますが、毎週英語と触れ合い、学べるという定期的な

講座はありません。そこで子ども向け生涯学習の見直しが必要だと思いますが、市長の見解をお伺いいたしま

す。 

 次に、地域コミュニティと自治の前進について質問させていただきます。本市での子育て支援や高齢者向け

のコミュニティ事業、ひろば事業は充実していると思いますが、若年単身者をターゲットとしたコミュニティ

ひろば事業は見受けられません。実際に武蔵野市民意識調査の報告書によれば、若年単身世帯のつながりを活

性化する施設に期待したいとの意見も出ております。そこで、例えばコミュニティ協議会や、これからのコミ

ュニティ検討委員会のメンバーの年齢、職業等属性は、実際の人口構成とのバランスが図られているのでしょ

うか。地域コミュニティと自治の前進を目指すのであれば、運営側に一定割合の若年層の枠を設ける等、工夫

していく必要があると考えますが、市長の見解をお伺いします。 

 次に、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた都市文化の創造について質問させてい

ただきます。本市の友好自治体の数は、近隣自治体と比べ、特に海外に５カ所もの友好都市を抱えているのは

群を抜いた多さであります。特にその中でも年間 1,000 万円前後をかけルーマニア・ブラショフ市との交流を

行っているわけでありますが、ブラショフ市には日本武蔵野センターなるものを設置・運営しております。近

隣自治体との動向とはかけ離れているように感じられます。先述のとおり、武蔵野市民意識調査では平和・国

際交流事業への重要度は最下位という結果も出ておりますが、市長の認識をお聞かせください。 

 また、2020 年のオリンピックに向け、ルーマニアのホストタウンになることを申請されたとのことで、今

年度予算に 660 万円が計上されております。オリンピックの開催まであと四、五年あるわけですが、全体で幾

らの予算をかけ、どのような成果を得ようと考えられているのでしょうか、具体的にお示しください。 
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 次に、子育て支援について質問いたします。市長一押しの吉祥寺レンタルベビーカー事業でありますが、市

の子育て支援事業と位置づけてもよいものなのでしょうか。中学生の提案を採用されたということは大いに評

価できます。しかし、一般的に考え、市内在住の方はわざわざまち中でレンタルはせず、自宅からベビーカー

を利用するのではないでしょうか。実際に利用状況を調べてみましても、７割以上の方が市外の利用者とのこ

とでした。つまり吉祥寺レンタルベビーカー事業は、市外の子連れの方に吉祥寺での買い物をしていただくと

いう、いわば商業政策、商工費であって、民生費、子育て支援事業と位置づけることは実態にそぐわないので

はないかと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 また、もしくはこれは想定外の結果だったのでしょうか。もし市民向けの子育て支援政策をやられるのであ

れば、もっと当事者の声を聞いたほうがよいのではと考えますが、見解をお伺いいたします。 

 そして、次に文化・市民生活について質問いたします。市民文化の醸成の箇所で、市民文化会館改修工事や

バリアフリー対策に関する記述があります。市民から大きな反対の声も上がる中、進められてしまった事項な

わけでありますが、先日、近隣自治体であります府中市のホールに行く機会がありました。市長も行かれたこ

とがあるかと思いますが、そこの観客席の一部には親子ルームというものがありました。つまり客席の一部に、

子どもが泣いても音が漏れないような個室を設けているのであります。文化会館改修工事に当たって、高齢者

向けのバリアフリー対策はなされておりますが、市長はそのような親子ルームの設置は検討されなかったので

しょうか。（「親子ルーム、ありますか」と呼ぶ者あり）また、あちらの文化事業団では、ディズニーのミュー

ジカルなども企画されているとのことでした。つまり府中市では、小さな子連れの方でも文化芸術を楽しめる

よう、さまざまな配慮がされているわけであります。そこで、もっと府中市等の文化事業も参考にすれば、本

市においても若い世代やファミリー世代も公平に文化事業の恩恵を享受でき、言葉どおり、より一人一人を大

切にできるのだと考えますが、市長の見解をお伺いします。 

 そして、次に緑・環境について質問いたします。本市では学校を初め、各公共施設の屋上に太陽光発電シス

テムを設置してきております。そして、今年度は図書館の屋上に設置予定とのことですが、世田谷区では電力

の自由化を受け、友好自治体である群馬県川場村と自然エネルギー事業協定を締結し、自然エネルギー事業に

取り組んでいくとのことです。つまり財政力のある自治体と土地や資源のある自治体が互いに強みを生かし、

連携していくとのことです。そこで本市においても、割高で小規模な自然エネルギー事業を進めるのではなく、

地方と連携し、割安で効率的な自然エネルギー事業に取りかかるべきだと考えますが、市長の見解をお伺いし

ます。 

 そして最後に、行・財政について質問いたします。第五期長期計画・調整計画によりますと、このままでは

本市は 30 年後におよそ 370 億円の財政不足が見込まれるとのことです。すなわち年平均で 12 億円以上の経

費削減が必要になってくるかと思いますが、今年度の予算編成ではどのような工夫、対応をされたのでしょう

か。お示しください。 

 以上、壇上での質問を終わります。よろしく御答弁をお願いいたします。 

 

◯市 長（邑上守正君）  それでは、竹内議員の代表質問にお答えしてまいります。 

 まず、平和の取り組みについては評価をいただいたところでございますが、若い世代の方もぜひ平和に対す

る思いを出していただけたらと思っておりますので、ぜひお仲間の方も平和事業への参加をお願いしたいと思

っています。 

 そこで、それに絡めて、平和の言葉は多いけれども、結婚、出産の言葉がないねという話でございました。
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これは別に軽んじているわけではなくて、その背景となる環境整備を優先すべきではないかということでござ

います。すなわち子育て支援策なり、健康増進なり、そのような事業を進めることによって、子育て世代が住

みやすいまちにつながっていくものだというふうに思っておりますので、言葉としては掲げてございませんが、

その辺の大切さというのは認識をしているところでございます。ただ、出生数をどの程度まで上げるかという

のは、小さな自治体では大変難しいのではないかと思っています。 

 武蔵野市の状況としましては、確かに合計特殊出生率は他の自治体に比べてなかなか上がってない、低いと

いう状況でございますが、その人口構成を見ますと、例えば単身の女性も極めて多いということでございます。

すなわち、ある方から言われたのは、例えば武蔵野市では安心して住めるのだということも言われていますの

で、そういう特性も踏まえた市ではないかと思っておりますので、一律的に合計特殊出生率が低い、高くしな

ければいけないということではなくて、総体としてどのような人が満足して住めるかということを考えていか

なければいけないのではないかと思っています。新しい命を育む環境整備、まさにそれは大切なことだと思い

ますので、それに向けての環境整備については大いに力をかけていきたいと思っています。 

 次に、人口ビジョン、地方創生に関するお尋ねの中で、活力ある都市としての評価をいただいた経過でござ

いますが、これも私どもが特にアンケート調査を提出したわけではございません。向こうの調査でございまし

た。同様に「日経ＤＵＡＬ」のほうも向こうの調査というか、それはこちらにアンケート調査が来たというこ

とでございますが、私のところには残念ながら来てございません。多忙な時期に来たということもあって、担

当のほうで答えられなかったということでございますので、残念な機会を逸したなと私も思っております。な

るべくこのような調査については答えていこうと。市の状況を大いにＰＲする機会につながると思っておりま

すので、今後はそのようなことがないように努めていきたいと思っております。 

 武蔵野市の子育て支援策は、この「すくすく」をごらんいただいていると思いますけれども、極めて多様な

多くの事業を行っていると思っております。他の自治体と比べて数的にも大変多くの事業をやっていると思っ

ておりますが、他の自治体での取り組みで極めていい事例があったら、ぜひ御紹介いただきたいし、それにつ

いては前向きに検討していきたいと思っています。 

 あわせて、取り組みの中ではさまざまな料金等を含めて、これもまた高い場合もあるし、安い場合もあろう

かなと思っておりますので、そういう比較もぜひご指摘いただいて、かつ適正な利用料になるように努めてい

きたいと思っています。 

 ＬＧＢＴにつきましても、今後の対応が必要だと思っております。現在、男女共同参画条例の検討委員会の

中でもその辺の議論をいただいているということでございますが、必ずしも条例の条文に含まれるものではな

いかもしれませんが、そのような対応は必要だと認識してございますので、他自治体での先行事例をいろいろ

参考とさせていただきながら、対応方策については今後よく検討していきたいと思っています。 

 続いて、保育園の増設に関して、子連れ出勤で職場での保育所設置というのも大いに推奨すべきではないか

という御提案でございます。実は、これも取り組みをこの間進めてきておるところでございます。横河さんに

おかれましても、実は中町のポピンズの設置に当たっては、そのような趣旨で土地の用地の提供をいただいて

いる経過もございますし、またこの間の経過では、市内の大学での設置ということも検討いただいた経過がご

ざいますが、学校での理事会での最終的な決定には至らなかったということもございます。 

 御指摘のとおり、子どもにとっての通勤時間に過負担がなければ、そういう職場での保育というのも親御さ

んと近い距離、すぐに見られるということもありますから、非常に効果が高いのではないかと思いますので、

今後も職場での事業所内保育所の設置を働きかけていきたいと思っています。 
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 あわせて、先ほども御紹介いたしましたが、関前に来年開設されます特養ホームの中でも事業所内保育とい

う形で、10 名定員でございますが、そのような保育所も予定をいただいているところでございますので、この

ような市内での事例も紹介しながら、職場内保育所の設置については大いにＰＲをしていきたいと思っていま

す。 

 続いて、教育に関する御質問で、子どもの最善の利益ということでございますが、まさに子どもの視点で考

える必要があるということでございます。子どもの成長にふさわしい教育というのが最善の利益ではないかと

思いますので、大人の視点ではなくて、子どもの視点で教育も考えていく必要があるのではないかと思ってお

ります。 

 続いて、教育長による教育方針でございますが、今まではそういう取り組みがございません。また、予算の

編成権も教育長にはないということもございますので、今回の施政方針も予算の裏づけがあっての方針でござ

いますので、そのような立場での方針というのは説明いただくのが難しいかなと思っています。ただ、教育に

対する考え方ということについては、機会があればそういうお話をいただいてもいいのではないかと思ってお

りますが、教育長の考え方もあろうかと思っておりますので、今後、教育長と相談させていただきたいと思っ

ています。 

 英語力のアップということで、小学校での今後の取り組みを拡充していくということでありますが、あわせ

て学校教育だけではなくて、地域でもということでございます。御案内のとおり、「世界を知る会」というこ

とで、土曜学校の中でもこの間取り組んできた経過がございますので、そのようなさまざまな事業の中で、市

内で活躍いただいております外国人の方もいらっしゃいますので、そういう市内在住の外国人の方にもぜひお

力をいただいて、そういう国際理解、あるいは外国語教育等につながればと思っております。今後よく研究を

していきたいと思っています。 

 コミュニティに関しまして、若年単身者の参加が少ないのではないか、コミュニティ協議会でもそういうバ

ランスが必要ではないかということでございますが、地域のコミュニティはそのようなバランスをもとに組み

立てられるものではないと思っています。かかわれる人、そういう協議会の協力ができる人ということをもと

に、自主的な参加が原則ではないかと思っています。しかし、若い人の参加ということになりますれば、協議

会もより活性化していくのではないかと思っておりますので、ぜひ竹内議員におかれましても、地域のコミセ

ンの協議委員等の経験をしていただきたいと思っています。 

 かく言う私も、実は 30 代で地域のコミセンの協議委員をやらせていただいています。それはかかわりとし

ては子どもつながりです。子どもの保育園の父母会から協議委員に押し出されて、それで活動がスタートした

ということもございますので、きっかけとしては、子どもつながりというのは地域との関係としては極めて大

きいのではないかと思いますので、ぜひそういう保育園つながり、あるいは幼稚園つながりから、地域にまた

つながりを持っていくということも有効かと思いますので、そのようなことで、地域側もそういうつながりで

若い世代を引っ張ってくるような努力も必要ではないかと思っております。 

 それから、オリンピック・パラリンピック関係で、海外との交流の御案内をいただきました。さまざまな交

流をしているというのは極めて特色ある取り組みだと思っておりますし、私としてはこれは評価をすべき取り

組みだと思っております。もちろん費用については、常に評価をして、見直しをしていく視点が不可欠だと思

っております。 

 あわせて、交流事業に関しましては、先ほども他の議員の質問に御答弁申し上げましたが、全市民的にはな

かなか伝わってないと思っておりますので、機会を見て、そのような武蔵野市の交流事業というのを大いに市
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民に対してＰＲをしていけたらと思っています。そのきっかけとなるのが、やはり 2020 東京オリンピック・

パラリンピックに向けた取り組みではないかと思いますので、今回、ルーマニア国を相手国とするホストタウ

ンに認定いただきましたので、そのような事業を通じて、武蔵野市の海外との交流事業をより一層伝えるよう

なことも考えていきたいと思っております。 

 また今後、オリンピックに向けて４年間あるわけでございますが、それでどの程度の予算がかかるかについ

てはまだ見積もりをとってございませんが、基本は今年度の取り組みの評価をしながら、今後の事業について

はよくよく検討していきたいと思っております。 

 またあわせて、今後、東京都あるいは国から関連補助事業も生まれてくると思いますので、そのような事業

もにらみながら、市としてとり得る事業、そして予算を検討していきたいと思っています。 

 子育て支援の御質問の中でレンタルベビーカー事業、これは当然、吉祥寺であるということから、市外の利

用も想定をしているところでございます。市外の方に対して取り組むことは、子育て支援事業でないとは言え

ないのではないかと思っておりますし、まさに武蔵野市が一人一人を大切にする、子育て世代に優しい取り組

みをするというＰＲにつながっていくと思っておりますので、この事業はぜひ推進をしていきたいと思ってお

ります。 

 また、子育て支援事業の当事者の声をということでございますが、当然のことながら、さまざまな声を聞く

中で今まで育んできた事業もあるわけでございますので、今行っている事業の中でも利用者の声を聞きながら

改善にも努める、あるいは新たな事業にもつなげていきたいと思っております。 

 市民文化会館の改修工事、一部の市民の反対の声もあったということは重々認識をしているところでござい

ます。その取り組みの中で、施設としては現に親子ルームを設置しているところでございますので、ぜひその

ような施設も御利用いただきたいと思っております。１階客席の一番奥がその部屋となっておりますので、今

度機会がございましたら、ぜひ御確認いただきたいと思っています。 

 また、他自治体での子ども向けの取り組みということでございますが、本市でも、例えば先日、児童館演劇

フェスティバルということで、児童対象の演劇を行った経過もございますし、また小・中学生向けのさまざま

な発表会なる事業にも利用いただいているということでございますので、事業団の行います自主事業について

は子ども向けというのはなかなかないかもしれませんが、その他の事業としては、例えば文化会館の展示室を

利用した小・中学生の美術展あるいは書道展、そういうイベントも行っておりますので、事業団以外の事業と

してそのような利用もしているということを御承知おきいただきたいし、私どもとしては市民文化会館という

ことで、市民利用ということも重視した会館として今後も充実をしていきたいと思っております。 

 太陽光発電に関する取り組みの中で連携事業、他の自治体で地方都市との連携もあるのではないかというこ

とでございますが、現在、市におきましても友好都市が国内で９の自治体ございます。それぞれの自治体で、

例えば小水力発電だとか、木質バイオマス発電だとか、風力発電などに取り組む予定のところも多々聞いてお

りますので、実はこの１月に武蔵野市交流市町村協議会という、サミットと呼ばれていますが、各友好都市の

市長、議長が一堂に会して協議をするサミットを南房総市で開催させていただきました。その席上で私のほう

から、そのような連携の取り組みを今後ぜひ研究していきませんかという投げかけもしておりますので、今後、

この事業については、それぞれの自治体との研究をぜひ進めていきたいと考えているところでございます。 

 調整計画におきます今後の財政予測の中では、確かに 369 億円の財源が足りてこないといったような予測

もしておるところでございますが、今、資金を幾らプラスするということではなくて、そういう課題を踏まえ

て、今後のさまざまな公共施設の取り組み、あるいはさまざまな事務事業の見直しなどを進めながら、なるべ
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くそのような課題が顕在しないようにしていこうということでございます。あわせて、５年ごとにこの長期計

画の見直しをしていくことになりますが、長期計画・調整計画の時期ごとに財政計画を再度定めることになり

ますので、そこでまた見直しなりをして状況を確認しながら、その方向性についてさらに未来を見据えながら、

財政計画と連動した形での施策を実行していきたいと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。それでは、幾つか再質問させていただきます。 

 まず、新しい命を育む環境整備、私は前々から申しておりますが、結婚支援政策といいますか、そこが１行

でも言及するよう求め続けていきたいと思っております。23 区も出会い事業を始めてきておりますので、そ

ういった動向もぜひ注視しながら進めていただきたいと思っておりますが、その見解をお願いいたします。 

 次に、各自治体を比較するアンケート調査ですけれども、こういったアンケートが来たよというのは、責任

者とのコミュニケーションを図って、ＰＲにつながりそうなもの、ほかの自治体との比較につながりそうなも

のであれば、どんどんアンケートに答えられるように、窓口対応にも指示を確実にしていただきたいと思って

おりますが、またそれについてもよろしくお願いいたします。 

 次に、子連れの出勤、職場環境づくりについてですけれども、キッズルームを設けてなくても、小さな事業

所でも子どもを連れて出勤できるところも存在しております。子連れのママさんをもし雇うのであれば、そう

いったところに対して幾らかの助成金を出しますよと。そういった考えもできるのかなと思うのですけれども、

それについて見解をお伺いいたします。 

 そして、次にコミュニティと自治に関してですけれども、市長は子どもを通していろいろな人とつながりが

できたとおっしゃっておりましたが、事実、家族がいれば地域とつながるきっかけというのはすごく多いと思

います。ですが、単身者がいかに地域とつながるか、そういった施策というのはなかなかないのかなと思いま

すので、そういったところも模索していただきたいと思うのですけれども、見解をお願いいたします。 

 次に、文化会館の親子ルームの件は私の勉強不足でした。ちょっと頭に入っておりませんでした。ですが、

申し上げたかったことは、文化事業団の事業内容をもう少し公平にしていただきたい。事業団自体の主催、事

業団が主催していない貸しイベント、展覧会などもあるとは思うのですけれども、事業団自体のイベントのほ

うが公費が使われているのかなと思いますので、その辺のバランスというのももう少し検討できるのかなと思

うのですけれども、見解をお願いいたします。 

 

◯市 長（邑上守正君）  それでは、再質問にお答えしてまいります。 

 新しい命を育む環境整備の中で結婚支援センターなるものをぜひ検討ということでございますが、私の考え

から申しますと、結婚というのは自由であるということと、住まい場所は限定されないということ、それから

東京というのは地域がつながっておりますので、それを考えますと、狭いエリアでのそのような事業というの

はいかがなものかというふうに感じますので、おっしゃるような提案であれば、少し広域的な連携事業であれ

ばいいのではないかと思いますので、東京都のさまざまな事業、あるいは他区市でそういう事業があったとす

れば、その連携の可能性については大いに研究の余地があろうかと思っています。 

 それから、アンケートにつきましては、他の団体から市に要望をいただきますアンケートの数というのは大

変多いです。研究機関も武蔵野市のいろいろな事業について注目いただくケースもありますものですから、大

変多いのですが、基本的にはなるべく可能な限り対応していこうという方針でございます。ただ、今回の場合
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はたまたま多忙な時期に重なってしまったということで、締め切りを過ぎてしまったということから送れなか

ったようでございますが、今後は御指摘のとおり、その結果が大いに武蔵野市のＰＲにもつながる、あるいは

他自治体にとって大いに参考になることもあり得ますので、今後も受けていきたいと思っています。 

 それから、子ども連れでの出勤ということで、事業所に対する支援ということでございますが、制度に基づ

く保育所であれば、当然市内であれば、かつ事業所の職員のみならず、地域にも開放いただくような施設であ

れば、これは支援の可能性はございますが、それ以外の支援が果たして可能かどうかについては検討させてい

ただきたいと思っています。 

 それから、コミュニティに関しては、子どもつながりというのはぜひ考えていただきたいと思いますが、単

身者のつながりが確かに弱いのかなと思っております。単身者の年齢、あるいは生活スタイルによっても大き

く変わるのではないかと思っておりまして、地域に関心のない単身者の方であればなかなか難しいのではない

かと思っております。ただ、少なくとも地域で行っているいろいろな事業がその方に伝わるような広報活動は

不可欠だろうと思っておりますので、そのような広報活動を魅力的に発信することによって、そういうきっか

けづくりになればと思うところでございます。 

 それから、文化事業団の子ども向け事業、失礼いたしました、いろいろな事業をやっているということで今

情報が入りましたが、例えば夏休み親子教室で茶道入門事業、親子のための夏休み特別講演で小ホールでのコ

ンサートだとか、オルガンワンダーランド、パイプオルガン体験ワークショップ、親子で楽しむ爆笑寄席、こ

れは芸能劇場でやっているのですが、文化事業団でも幾つかのこのような子ども向け事業を行っているという

ことでございます。かつ文化事業団というのは、自主事業は自主採算性でございますので、基本的には市の税

を投入してないということでございます。事業団の独自の取り組みでございますが、いろいろバランスを考え

て、子ども事業について今後も継続していきたいということは伝えていきたいと思っています。 

 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。最後に、１つ市長に知っていただきたいこと

がありまして、ほかの議員さんも経済格差がある、経済格差があるとおっしゃられていたと思うのですけれど

も、経済格差と同じように、例えば恋愛格差というのもある。その存在があるというのは知っていただきたい

なと。 

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 


