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◯６ 番（竹内まさおり君）  ６番竹内まさおりです。人生２回目の一般質問、入らせていただきます。今

回の件名は、多摩 26 市平均以下の子ども関連予算の改善及びワークシェアリングの導入による１人当たり職

員人件費 995 万円の分散化についてとなります。 

 では、早速、大きな１項目め、総務費、衛生費、土木費への予算は、多摩 26 市平均よりおよそ 1.7 倍から

1.9 倍と、大きな予算が組まれているのに対し、児童福祉や学校教育費は平均以下という手薄な子ども向け予

算の改善についてとなります。平成 27 年度の武蔵野市の１人当たり一般会計予算は 44 万 2,400 円と、多摩

26 市平均 36 万 600 円のおよそ 1.2 倍と、最も豊かな財源があります。それにもかかわらず、出生率は多摩地

区最低レベル。果たして、その豊かな予算はどこに使われてしまっているのでしょうか。限られた予算は、集

中と選択によって、日本の少子化及び財政の改善等、投資へとつながるような使い方をしなければなりません。 

 そこで、市長に質問いたします。 

 ａ．武蔵野市の１人当たり総務費は、およそ６万 6,600 円と、多摩 26 市平均３万 9,100 円のおよそ 1.7 倍

と、最高値であります。これは、充実している市民活動費、およそ 27 億円のせいではありません。それを省

いて、ようやく多摩 26 市平均値の 1.2 倍の水準なのです。なぜこのように武蔵野市の総務費は割高なのでし

ょうか、市長の御見解をお聞かせください。 

 次に、ｂ．武蔵野市の１人当たり衛生費は、およそ５万 2,800 円と、多摩 26 市平均３万 600 円のおよそ 1.7

倍、最高値であります。これは、お隣三鷹市の 2.4 倍超、さらに清掃費に関してはおよそ 3.2 倍という異常な

水準であります。もし仮に 26 市平均に抑えられれば、27 億円弱もの財源が生まれます。なぜこのように武蔵

野市の衛生費及び清掃費は割高なのでしょうか、市長の御見解をお聞かせください。 

 次に、ｃ．武蔵野市の１人当たり土木費は、およそ６万 4,300 円と、多摩 26 市平均３万 4,100 円の 1.89 倍

と、最高値であります。これは、お隣、三鷹市のまさにおよそ 2.7 倍の水準。既に今から 10 年前の 2005 年よ

り、住みたいまちナンバー１となっておりますので、平均以上の予算をかけなくてもよいのではないでしょう

か。もし仮に多摩 26 市平均に抑えられれば、37 億円以上の財源が生まれます。なぜこのように武蔵野市の土

木費は割高なのか、市長の御見解をお聞かせください。 

 次に、ｄ．武蔵野の１人当たり児童福祉費は、およそ６万 1,600 円と、多摩 26 市平均６万 8,600 円の 0.9 倍

以下、さらに小学校費は 0.6 倍以下、中学校費は 0.91 倍であります。特別支援教育費や学校給食費を合わせて

も、多摩 26 市平均のおよそ 0.94 倍と、平均以下の状況です。総務費、衛生費、土木費等には多摩 26 市最高

値の割合で予算を割いているにもかかわらず、なぜ児童福祉や学校教育等、子ども関連予算は少ないのでしょ

うか。子どもが生まれづらい自治体から脱却するには、こういった分野にこそ予算を手厚くすべきだと私は考

えますが、市長、そして教育長の御見解をお聞かせください。 

 次に、大きな項目２つ目、１人当たり職員人件費 995 万円超の是正及びワークシェアリングの導入について

となります。 

 総務省の調査によりますと、武蔵野市の給与水準、ラスパイレス指数は全国の市町村トップ５と、五指に入

る水準であります。国税庁の民間給与実態統計調査によりますと、男性正規社員の平均給与が 526万 6,000円、

女性正規社員の平均給与は 356 万 1,000 円、そして男女の平均正規社員の給与が 473 万円、平均年齢は 45.2



歳となります。ちなみに、非正規社員男女平均ですと 167 万 8,000 円とあります。その一方、武蔵野市の今年

度予算書を見てみますとどうでしょうか。790 名の一般職員に対し、65 億 8,276 万 3,000 円と、１人当たり給

与費は 833 万円、共済費を含めますと 995 万円以上の予算となっております。もちろん、職員の幸せは絶対で

すが、これは民間給与と比べ、余りにもかけ離れ過ぎてしまっているのではないでしょうか。また、国際的に

日本の公務員数は少ないようです。そこで、市長に質問いたします。 

 ａ．全国トップレベルの給与水準である武蔵野市役所、徴税権という絶対的権力を持っている職員及び憲法

15条、全体の奉仕者であるはずの公務員給与が民間給与よりも何百万円も多い水準であることは問題である、

是正すべきであると考えますが、市長の御見解をお聞かせください。 

 次に、ｂ．内閣府経済社会総合研究所の報告によりますと、日本の公務員数の割合は人口 1,000 人当たり、

嘱託職員も含め 42 人となっております。これはアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス等の６割程度の水準

であります。しかし、公務員総人件費は対政府歳出比率で、日本 17％、アメリカ 28％、イギリス 19％、ドイ

ツ 16％、フランス 26％となっております。また、コア公務員１人当たり雇用者報酬の国際比較によりますと、

日本の公務員給与水準はＯＥＣＤ諸国の平均値よりも５割以上高く、上から２番目の水準となっております。

つまり、ほかの先進諸国と比較し、日本の公務員数は少なく、また給与水準は高目だという状況であります。 

 そこで、公務員改革として、ジョブシェアやワークシェアリング等の導入余地があるのではないかと言える

のではないでしょうか。例えばワークシェア先進自治体と言われます大分県姫島村、ラスパイレス指数 74.9、

職員数人口 1,000 人あたりおよそ 76 人のように、あえて１人当たりの職員給与を抑え、その分、若者や子ど

ものいる女性等を初めとした新規雇用の創出及び市民生活を支える職員マンパワーの増強に取り組んでいる

自治体があります。したがって、全国トップレベルの給与水準である、ここ武蔵野市、ラスパイレス指数 103.6、

職員数人口 1,000 人当たりおよそ 5.5 人においても、少数精鋭ではなく、ワークシェアリングを推進すれば、

職員の負担軽減及び新規雇用の創出、そしてマンパワー増強による市民生活へのサポート力向上が図れると考

えられますが、市長の御見解をお聞かせください。 

 以上となります。ありがとうございます。 

 

◯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。 

 武蔵野市の予算に関してのお尋ねでございます。地方自治体におきましては、その面積や人口密度、市民

の年齢構成、世帯構成、産業構造、都市化の状況などにより住環境が異なっておりまして、それぞれの地域

の状況を踏まえた課題を解決するため、さまざまな施策を打ち出しているところでございます。こうしたこ

とから、多摩 26 市の予算の１人当たりの平均を単純比較することはなかなか難しい状況でございます。本市

の予算が多い、少ない、もしくは施策に力を入れている、いないという評価はなかなか難しいのではないか

なと思っています。ただ、指標として人口１人当たりの数字を調べていただいて、その見解ということでご

ざいますので、可能な範囲でお答えしてまいります。 

 まず、総務費が他市より多いとの指摘についてでございますが、武蔵野の場合は総務費の中に生活安全対

策としてのさまざまなパトロールやつきまとい指導をしているところでございます。それも含んで、例えば

年間で１億 2,000 万円ほどのパトロール費用を計上しております。また、ジャンボリーとか自然の村などの

自然体験事業も他市では教育費で計上しているところもあるということでございますが、本市では総務費の

中の青少年健全育成費に計上しております。予算で申しますと１億 600 万円、これが総務費にも入ってい

る。また、私立幼稚園等の助成事業を他市では教育費で計上しているところでございますが、本市では全児



童対策費として計上しております。この予算が４億 9,000 万円余り。また、市民雇用創出事業を各費目に振

り分けるのではなくて、総務費で一括計上しておりますので、今年度の予算で申しますと４億 1,100 万円と

いう形になっています。また、市政センターも本市では３カ所ございますが、そのような市政センターの正

規職員 23 人分の人件費も含んでおりますので、他市と比べると総務費に計上しているさまざまな施策も多い

のではないかと考えているところでございます。 

 次に、衛生費及び清掃費が他市より多いという指摘でございますが、衛生費につきましては、例えば特定

健診の健診項目はかなり充実しております。したがいまして、この費用が他市に比べて多いという状況もご

ざいますし、また大腸がんや胃がん検診項目を充実させて早期発見に努めている状況もございます。また、

健康づくり事業団による人間ドック事業も展開していることから、衛生費は全般的に他市に比べて多くなっ

ているところでございます。 

 清掃費につきましては、これは大きな話としまして、新武蔵野クリーンセンターの建設費が多分に含まれ

ておりますものですから、この額から１人当たりがかなりふえているのではないかなと思っています。ま

た、回収した資源のリサイクルを進めているところでございますが、市外の中間処理施設へ搬出しているこ

とから、これは極めてコスト増になっている。三鷹市さんですと、市内で全部処理されているのですが、武

蔵野の場合は他市へ持っていくということからコスト増になっているということでございます。また、ふれ

あい収集や狭あい路線の特別収集など、きめ細かな市民サービスを実施しているところから、そのようなこ

とを含めて、清掃費は他市に比べて少し高くなっているということでございます。 

 次に、土木費が他市より多いとの指摘でございますが、これは１つには、用地買収をさまざまな事業で行

っておりますが、用地買収において土地の単価が高いものですから、この額が多摩 26 市と比べて多いという

ことでございます。例えば今年度は、公園建設あるいは境の周辺整備事業、三鷹駅北口の補助幹線道路整備

事業などにおいて用地買収を予算計上しておりますが、25 億 5,500 万円ほど今年度は用地買収費を計上して

おります。また、本市の取り組みでございます自転車対策、これも放置自転車対策や駐輪場確保を進めてい

るところでございますが、これも他市に比べて極めて多いのではないか。今年度、６億 8,000 万円ほど計上

しているところでございます。そして、昨年度、今年度、土木費を結構ふやしているのは、開発公社への貸

付金が結構大きい額で、例えば今年度予算では８億円計上しているということから、これらが総じて土木費

をアップさせている要因と考えております。 

 次に、武蔵野の児童や教育費が非常に少ないのではないかということでございますが、多分計算の仕方が

違うのですね。人口当たりではなくて子ども１人当たりで比較しないと、これはどの程度かけているかが比

較できませんので、御指摘は極めて当たっていないのではないかなと思っております。市民１人当たりでの

予算額との比較ではなくて、年少人口をベースに比較しますと 26 市の平均を超えており、近隣市と比較して

も多い状況でございます。例えば児童福祉費は、年少人口、ゼロ歳から 14 歳まで１人当たりの予算額は、本

市は 54 万 1,000 円でございますが、26 市平均は 53 万 7,500 円、近隣市、府中市ですと 50 万 8,000 円、小

金井市 51 万 1,000 円、三鷹市 49 万 3,000 円でございますので、武蔵野市は他市に比べて多いと認識してご

ざいます。 

 また、学校教育予算については、教育予算が増加すれば必ずしも出生率が向上するとは短絡視できないの

ではないかなと思っております。また、これも他市比較を行う際に、全人口当たりで比較するのもいかがな

ものかなと思いますが、基本的には児童生徒数や学校数が異なっているために、市民１人当たりではなく

て、児童生徒１人当たりで比較したほうが、より現状に合っているのではないかなと思っております。ちな



みに、学校教育費の児童生徒１人当たり予算額を申しますと、武蔵野市は 52 万 2,000 円、調布市は 44 万

8,000 円、三鷹市は 40 万 8,000 円ということで、武蔵野市はかなり頑張っているのではないかなと思ってお

ります。 

 予算科目の計上は、自治体ごとにその施策の目的を勘案し、適切な款項に計上しておるため、単純に比較

ができないので、御注意いただけたらと思っています。 

 次に、職員人件費に関するお尋ねでございます。また、ワークシェアリングについての御提案でございま

す。 

 １人当たり職員人件費 995 万円ということでございますが、市の給与は民間給与を反映している東京都人

事委員会勧告に準拠して決めているところでございます。ラスパイレス指数は、自治体ごとに人口規模や職

員年齢構成などが異なっていることから、国を基準とした参考ランキング的なものでございます。本市の指

数が高いのは、本市はほとんどが大学卒程度の職員でございますが、国は短大卒・高卒の職員が約半数おり

まして、国と本市の職員構成が違うことが大きな理由と考えているところでございます。 

 また、平成 27 年度予算の職員数は 790 人とされておりますけれども、人件費には再任用職員 47 人も含め

ているため、職員数の合計は 837 人で計算しなければ１人当たりが出てこないことになります。国税庁の民

間給与実態統計調査につきましては、退職手当や児童手当、共済費が含まれていないということでございま

すが、市の場合はこれを含んでいる状況でございます。したがいまして、27 年度予算でこれらを除いて 837

人で除すると、１人平均は約 716 万円になる。また、本市の地域手当を除くと、１人平均は約 623 万円にな

る。さらに、超過勤務手当を除くと１人平均は約 575 万円となるといった数字と認識してございます。な

お、昨年 10 月より東京都の給料表に移行しておりますので、同一経験年数・同一職位の場合は、今後は 26

市で同額に近づいていくものと考えているところでございます。 

 次に、ワークシェアリングの導入についてでございますが、本市におきましては、平成 11 年度より市民雇

用創出事業を実施しておりまして、26 年度までで延べ 3,015 人分の雇用を創出した実績がございます。直近

としては、３月１日時点で 211 人雇用しているところでございます。このほか、子ども協会や給食・食育振

興財団などでも雇用しておりまして、間接的な雇用増に寄与しているのではないかなと思っています。この

間、正規職員は 1,263 人から 947 人に減らす努力もしてまいりました。今後も、こうした武蔵野市版ワーク

シェアリングの取り組みを推進してまいりたいと考えております。 

 

◯教育長（宮崎活志君）  ただいま市長からもお答えございましたけれども、私の見解もということです

ので、お答えいたしたいと思います。 

 この予算の他市との比較というのは、今、市長からも御説明ございましたが、自治体によって予算の計上

の仕方が異なるため、簡単には比較できない難しい面がございます。例えば本市におきましては、特別支援

教育費の予算を独立して小学校費、中学校費とは別に設けておりますけれども、三鷹市、調布市などでは小

学校費、中学校費の中に入れております。また、共同調理場の予算につきましても、本市では学校給食費と

して独立しているわけでございますが、三鷹市や調布市などは小学校費、中学校費の中に入れてございま

す。竹内議員は市民１人当たりで比較されておりましたけれども、武蔵野市は子どもの人口が少ないので、

相対的に子ども１人にかけている予算が小さく見えるという形もございます。 

 多摩 26 市の教育委員会庶務課長会の調査では、児童生徒１人当たりにかけている学校予算は、小学校は平



均より上位、中学校はトップレベルの水準にございます。本市におきましては、少人数指導や習熟度別指

導、学習支援教室のために手厚く配置しております、市独自の学習指導員。それから、中学校教育用タブレ

ットパソコンなどＩＣＴ機器の充実、他市には見られないような内容・規模で実施しているセカンドスクー

ル、それから学校における吹奏楽等活動への支援、特別支援教育における個別支援教室の設置など、私ども

が目指す、知性・感性を磨き、自ら未来を切り拓く武蔵野の教育の基本理念に基づいて、市独自の多くの事

業も含めて展開しておりまして、他市に比べ、教育内容に遜色はないものと考えているところでございます

ので、御理解いただきたいと思います。 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  御答弁ありがとうございました。 

 まず最初に、総務費が割高な御説明は理解できました。 

 次に、衛生費の中の清掃費に関してなのですけれども、私も新クリーンセンター関連の予算を除外しての

計算もいたしました。４款衛生費２項清掃費４目ごみ処理場費一般管理経費の１億 2,487 万 6,000 円と、あ

とは新クリーンセンター建設事業 21 億 6,424 万 9,000 円、これらを除外しましたら、清掃費は１人当たり２

万 510 円となりました。これでも三鷹市のおよそ 1.8 倍、金額で言いますと、およそ 13 億円高い水準となっ

ております。リサイクルの搬出を行っているから高いと御答弁いただいたと思うのですけれども、搬出だけ

で 13 億円もかかっているのでしょうか。 

 次に、土木費に関してですが、住みたいまちに 10 年連続ナンバー１、吉祥寺、武蔵野市はなりました。も

うそれ以上、土木に関して力を抑えてもいいのかなと私は感じます。それから、児童費と学校教育費をふや

しても必ずしも少子化改善にはつながらないのではないかとおっしゃられたと思うのですけれども、子育て

環境がよければ、武蔵野市で子どもを育てたい、そういった人もたくさん出てくるのではないかと私は思い

ます。 

 最後に、地域手当を省いた職員の平均給与が 623 万円とおっしゃられておりました。これでも男女の正規

社員の平均 473 万円と比較しますと 150 万円高い水準となっております。この点に関して問題意識等は市長

はないのでしょうか。 

 以上、御答弁お願いいたします。 

 

◯市 長（邑上守正君）  ごみ対策費につきましては、後ほど部長から答弁いたします。 

 土木費につきましては、今まで必要な事業を行ってまいりましたし、過剰な投資とは思ってございません

が、今後とも事業については精査して、必要な事業については対応していきたいと思っております。 

 また、児童費・教育費については、市としては必要な予算を計上していると思いますので、それと子ども

の人口がふえる云々は、直接的には考えるべきではないのではないかなと思っております。もちろん、子育

て支援としてさまざま充実していくことが必要ですので、さまざまな施策を通じて少子化対策につながって

いくものだろうと思っています。 

 それから、公務員の給与につきましては、基本的には都人勧等によりますものと理解しておりまして、そ

の都人勧も基本的には民間の給与をベースに勧告を出されているところでございますので、適正な数値の中

におさまっていると認識しているところでございます。 

 



◯環境部長（郡 護君）  清掃費の件でございますが、先ほど議員も御自分でおっしゃっていらっしゃい

ましたように、清掃費全体、平成 27 年度当初予算で 52 億円でございまして、そのうち新クリーンセンター

分が 21 億円ございます。およそ 30 億円ちょっとでございますが、し尿処理なども入ってございますので、

そのうちごみということで考えますと、およそ 29 億円になっております。 

 なお、さっき市長も御答弁申し上げておりましたが、武蔵野市の特徴といたしまして、プラ、ペットボト

ル、缶・瓶につきましては、市内に中間処理施設がございません。それで、実は瑞穂町まで持っていってお

りまして、ほかの市さんと違って資源物の再生産に係る費用が若干高いなと思っております。例えばでござ

いますが、三鷹市さんと比較いたしますと、およそ 2.1 億円高いということでございます。 

 それともう一つ、大きな話としまして、私どものクリーンセンター、もう終末期を迎えておりまして、い

ろいろ手当てしながら運営しているところでございます。年間およそ 10 億円ほどのランニングコストがかか

っております。これにつきましては、この５年間でおよそ 15 億円から 10 億円ぐらいの範疇で、毎年メンテ

ナンスをしながら運営しているところでございますが、これもほかの市さんのように、よく言うＤＢＯ方

式、デザイン・ビルド・オペレーション包括委託でやりますと、新クリーンセンターに移行いたしますと、

１年間の平均が約６億円程度の運営費になってまいりますので、現状より恐らく４億円程度の運営費の削減

が図れる。今、申しましたランニングコスト分の４億円、それから資源物の収集費で約２億円、合わせて６

億円の低減が仮にできたといたしますと、私どもの清掃費のごみ処理経費は 23 億円ぐらいになります。その

場合、市民１人当たり約１万 6,300 円でございまして、これは現状で言いますと、多摩平均の１万 6,000 円

台ということでございます。決してほかの市さんより過大な投資を行っているとは思っておりません。 

 ただ、三鷹市さんにつきましては、多摩平均の中で最低の市民１人当たり１万円台ということでございま

すが、突出して三鷹市さんは低いということがございますから、予算計上の仕方とか、子細に比べないと、

そこは直接比較はできないかなと思っております。 

 

 


