
 

 

◯議 長（深沢達也君）  次に、平成 29年度予算編成方針について、６番竹内まさおり君。 

             （６ 番 竹内まさおり君 登壇）（拍手） 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  このたび、むさしの志民会議も既成政党の会派と同規模となることがで

き、地域政党を確立させねばと身が引き締まる思いであります。 

 それでは早速、平成 29年度施政方針並びに基本施策に対し、むさしの志民会議を代表しまして 19

項目の質問をさせていただきます。 

 １、邑上市長のいう健全財政とはどのようなものなのでしょうか。本市の１人当たりの一般会計予算

はおよそ 44万円と、多摩 26市の中で最高額の行政サービスを提供しております。もし仮に多摩 26

市平均の約 36万円ほどの予算に抑えられれば、100億円規模の予算が生まれます。そういったこと

を考えますと、積立金は決して多い額とは言えず、また、経常収支比率は、市長就任時よりも悪化して

おり、実質公債費比率に関しましても、平成 27年度の決算カードを見ますと、本市はマイナス 0.8％

と比較的よい状況ではあるものの、東大和市のマイナス 2.3％や国立市のマイナス２％、町田市のマ

イナス 1.7％といった自治体よりも悪い状況であります。果たして本市は財政力に見合った健全性が

あると言えるのでしょうか。疑問が残ります。そこで、市長のいう健全財政とはどのようなものなのか、

お伺いいたします。 

 ２、もし予算に余裕があるのならば、それを数あまたの事業に費やしてしまうのではなく、例えば多摩

では４市にしか課税されていない事業所税を廃止するなど、少しでも納税者の負担を減らすといった視

点も重要だと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 ３、市長任期の最後となる平成 29年度施政方針ですが、最重点事業が読み取れませんでした。市

長任期最終方針に当たり、最重点プログラムについてお伺いいたします。 

 ４、施政方針を見ますと、○○の充実を図ります、○○を整備してまいりますといった予算を充てる内容

が並べられております。しかし、そうとはいっても予算には限りがあります。そこで、予算をふやす取り

組みを述べるだけではなく、予算を減らしていく、または減らしていきたい事業についてもあわせて明記

することが必要であります。優先順位の低い廃止または縮小方針の事業をお伺いいたします。 

 ５、施政方針の「自治と平和」の箇所で、トランプ大統領を引き合いに保護主義型の政治への懸念が

述べられております。まさに自国優先の政治は責任感に欠けていると考えます。では、日本国内で考

えた場合、本市の政治はどうでしょうか。少子化、財政難といった国が抱える大きな課題解決に対し、

しっかりと責任を果たしているのでしょうか。地方からの流入による他力本願な人口増への依存から脱

却し、人口割合が最多の若年層が抱える課題解決に取り組まなければ、持続可能な世代形成は不可

能と思われます。つまり、人口政策においては本市は保護主義型政治であると言えますが、市長のい

う保護型、保護主義型の政治とはどのようなものなのでしょうか。また、持続可能な世代交代への課題
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をどう解決、脱却しようとお考えなのか、お伺いいたします。 

 ６、この 10年間で年間 900人程度から年間約 1,300人と、本市の出生数、出生率は増加しており

ますが、依然、平均値以下の水準であります。現在の水準に対しどのような認識を持っているのでしょ

うか。市長の見解をお伺いいたします。 

 ７、昨年の吉祥寺東町における保育園建設に関しては、保育の質が問題視されました。本年の施政

方針には、武蔵野市が大切にしてきた保育の質といった記述が見当たりませんが、子どもの命を預か

る保育行政の推進、展開に当たり、市長の認識をお伺いいたします。 

 ８、肢体不自由者や知的障害者のための本市の初の入所施設や、これまで支援が薄く、一昨年の精

神障害者の方々の御家族からの陳情に対しての予算化、子どもの貧困政策に予算づけされたことは

大きく評価をいたします。しかしながら、一人一人を大切にするとしながら、昨今の横浜市でのいじめ問

題や相次ぐ自殺、幼児を対象とした虐待等の痛ましい事件は後を絶ちません。こうしたいじめ、虐待な

どの大事なキーワードを施政方針に見つけることができませんでしたが、見解を伺います。 

 ９、昨年度の代表質問にて、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ったらど

うかと提案させていただきました。その際、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

ただきたいとの市長答弁をいただきました。その後どのような議論になったのか、お伺いいたします。 

 10、学校施設の再編は、青少年問題協議会を１つの単位とし、長年にわたって地域の耕しをしてきた

コミュニティにとっても大きな影響があると懸念されています。我が会派では、チルドレン・ファースト、

学校施設に保育園といった子育て機能や、高齢者の居場所としてのテンミリオンハウス的な機能や、

コミュニティ政策の拠点ともなるコミュニティセンターといった機能をあわせた複合化を図り、まさに学校

を地域の核とし、災害時も避難の拠点として市民の安全も図ることができると提言しております。コミュ

ニティの創生として多機能複合化の学校再生についての見解を伺います。 

 11、昨年、平成 28年度の施政方針における「人口ビジョンと地方創生に向けて」では、武蔵野市の

活力アップに取り組んでまいりますとしながら、本市が住みたいまちランキングから転落してしまってい

る原因について、どのように分析されているのか、お伺いいたします。 

 12、吉祥寺駅周辺のまちづくりは、防災の観点から可及的速やかに着手すべき大きな課題でありま

す。とりわけ、吉祥寺南口の再開発については、吉祥寺グランドデザインの中で、武蔵野公会堂を再

生させ、どのように組み立てを図るお考えか、市長の吉祥寺の再生ビジョンについて見解を伺います。 

 13、象のはな子に会えることは、私自身も幼少期から、そして子育て家庭となった今も楽しみの一つ

でした。また、報道によれば、おひとり暮らしの方やいろいろな悩みを持った方々がはな子に語りかけ

ながらみずからを励ます、そんな役割もはな子は担っていたとのことです。皆に愛されたはな子がいな

くなってしまった井の頭恩賜公園の今後のあり方について、所管である東京都とどのような協議をし、

本市としてはどのように対応を求めていくのか、市長の見解をお伺いいたします。 

 14、強くて美しいまちづくりについては、電線類地中化を進めるとありました。まさに小池都知事が進

める、富士山がどこからも見える景観のまちづくりであり、基金 700億円を設置しての無電線化計画

であります。今後都との連携と具体的な事業の可能性について見解をお伺いいたします。 



 15、かつては、１丁目に１カ所を目標に 54 カ所の設置を考えていた本市のテンミリオンハウス事業、

一時は今後は検討しないともされました。翻って、８カ所目となりますテンミリオンハウスが開設されま

すが、現在本市の 65歳以上人口は３万 1,000人以上となっております。つまり、高齢者の人口に対

し施設のキャパシティが足りていないと考えますが、どのような仕組みを完成形として考えられている

のでしょうか。制度設計や完成形態についてお伺いいたします。 

 16、公共施設等総合管理計画は、武蔵野市が先駆的に取り組むファシリティマネジメントの観点か

ら、手応えのある成果物となりました。特別委員会においても長時間議論が行われ、理解も進み、問題

点も明らかになったことと思います。市長は、平成 28年度の最初を飾る武蔵野市賀詞交歓会におい

て、本市もいよいよ小中一貫教育に踏み出しますと声高らかに挨拶をされました。しかしその後、地元

の境南地区を中心に小中一貫教育についての反対の意見と活動が盛んに行われました。その結果、

トーンダウンされているようにお見受けいたしております。その後、教育委員会とどのような協議を行

い、課題をどう認識しておられるのか、見解を伺います。 

 17、平成 27年度の本市のラスパイレス指数を見ますと、100.36 と、２年連続で全国の市町村の

中で第３位と高水準であり、一昨年よりも順位を上げております。お隣三鷹市のように 100を切れとは

言いませんが、もし仮に約 77億円もの人件費が２％下がれば、1.5億円ほどの財源が生まれると考

えます。本市よりも財政力指数の高い浦安市は、平成 27年度で 100.8の水準でありますが、本市

の給与水準を高水準にすることに対する効果測定についてお伺いいたします。 

 18、三鷹駅北口街づくりビジョン（仮称）がまことしやかに予算資料に前提として記されておりますが、

２カ年予算とはいえ、建設委員会に勉強会として配付されたのみで、議会に行政報告がありません。

三鷹北口マンション開発の際には、議会、陳情を初め大きな議論となりました。結果として、三鷹駅北

口の開発をどのように市は総括し、今後のビジョンに反映していこうと考えているのか、市長の見解を

伺います。 

 19、昨年、平成 28年度の施政方針において、将来の超高齢社会や人口減少社会を見据え、必要

な人に必要なサービスを提供するために政策再編などを進め、また、市域を越えたスケールメリットを

生かした連携事業の導入等も検討してまいりますとありました。その後どのように検討が進み、行政改

革につながったのか、お伺いいたします。 

 以上、壇上からの質問を終わります。よろしく御答弁お願いいたします。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  それでは、竹内まさおり議員の代表質問にお答えしてまいります。19件御

質問いただきました。 

 まずは、健全財政とはどのようなものかということでございますが、武蔵野のさまざまな財務諸表ある

いは財政状況などについては、多くの皆様方からいいねという評価をいただくケースが多々ございまし

て、決して悪いねと言う人に出会ったことがございません。詳しくは年次財務報告書の中でもさまざまな

数値を用いて示してございますが、基本的には、単年度においてはもちろん収支バランスもとれており
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ますし、中長期においても資産や負債のバランスもよくとれているということから、極めていい状況では

ないかなというふうに思っております。借入金の問題も、資産の 2,149億の 6.9％という大変低い水

準であるということでございますし、正味財産比率も 91.3％と高い水準、つまりこれは将来世代に負

担を先送りしていないということから、今だけではなくて将来についても大変いい状況が保てる可能性

があるということであります。だからといって安住するのではなくて、常に、御指摘のとおり事務事業等

を見直しながら厳しく予算を見ていくという姿勢が必要ですし、議員の皆様方におかれましても、予算

の執行について厳しくチェックをいただけたらというふうに思っております。 

 減税についての見解でございますが、最小限の費用で最大限の効果をということでございます。私ど

もの自治体は、幸いなことに、ある一定程度の市民税もいただいているということから、不交付団体とし

て国からは余り面倒を見てもらっていないということでございます。つまり、自分たちのことは自分たち

でやるという自立都市としての歩みを進めなければいけないということから、その点でも税の財源につ

いては、これは大切に守っていかなければいけないというふうに思っております。現在、予算編成の過

程において、さまざまな予算要望全てをのみ切れない状況にもなっております。当然のことながら、予

算査定でカットをせざるを得ない面もございますので、このように十分に足りているという状況でもなく、

また、今後の公共施設等総合管理計画などでもお示ししているとおり、さまざまな課題に対応するため

の財源もこれからますます必要になってまいりますので、それに向けて、今の現状のいい状態をいか

に維持していくかということで、これから展開をしていきたいというふうに思っておりますので、現時点で

は減税についての検討をしているところではございません。今後も最小限の費用で最大限の効果を発

揮できるような、そのような市政運営を進めていきたいというふうに思っております。 

 それから、最重点事業は何かということでございますが、当然のことながら、この一般会計予算で提

案した全てが、これは大切な事業でございます。優先度ということではなかなか難しいのですが、その

中でも、特に特徴ある事業という捉え方をしておりますが、これは予算の概要の中で、ことしはこんなこ

とを特徴あるもので取り組んでいきますというものを掲げてございますので、ぜひそれも参照をいただ

ければ、例年の経常的な事業に加えてこのような事業があるということをぜひ特徴として捉えていただ

きたいなと思っています。ただ、重点事業というか、課題解決のための事業としては、例えば保育園の

待機児解消というのも大きな課題の一つでございますので、これについては、これからの予算委員会

での議論を待つことになりますが、何とか目いっぱい予算を使わせていただいて、認可保育園等の整

備に充てていきた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、優先順位の低い廃止または縮小の方針の事業はということでございますが、これは当然

のことながら、見直しをしなければ新しい事業もなかなかできないという視点で、私どもは、予算編成と

同時に事業の見直しも同時に行っているところでございます。事務事業評価の冊子を皆様方にもお示

ししているかと思いますが、その中で評価をし、二次評価までもし、それを踏まえてどのような方向で見

直しをしていくかということを決定し、実際に取り組んでいるところでございます。今回の見直しに当たり

ましても、事務事業の見直し、補助金の見直しで総額４億 7,163万 4,000円の削減を予定しており

ます。この中には新クリーンセンターの電力発電ということもあって、それが２億円ぐらいのプラスにな

っているということもあるのですが、それ以外でもさまざまな事務事業を見直しているということでござ



います。どんどん膨らませるということではなくて、必要な見直しを図りながら新たに必要な事業を生み

出していく、そんな取り組みを進めているところでございます。 

 ５点目で、市長のいう保護主義型の政治というのは、まさにアメリカの傾向が、大統領の発言のみで

ございますけれども、そのような傾向があるということでございます。先ほども他の議員からの質問に

お答えしましたけれども、日本としては、やはり相手国とお互いがプラスになるような、そんな関係がい

いのではないかなというふうに思っておりますので、保護主義型に偏ることなく、協調型の考え方が必

要ではないかなというふうに思っているところでございます。 

 それから次の大きなお尋ねで、現在の出生数、出生率に対する認識はということでございますが、過

去に比べてこれは上昇しているということは事実でございまして、それについては大変喜ばしい傾向で

ございます。ただ、人数的な面、あるいは出生率の割合の面からすれば、これは多摩の他の自治体か

ら比べると低いのかなというふうに思っております。ただ、昨年の質問でもお答えいたしましたけれど

も、武蔵野市の住まい方の特性として、単身者も極めて多くて、その中でも女性の単身者も多いという

ことでございます。それは、女性の皆様方が安心してこの地域で住めるという評価の上、この住まい方

がふえているのではないかなというふうに思いますので、このような単身の女性の方も多いということ

が、逆に合計特殊出生率を下げている結果になっているので、一概に低いからだめということではない

というふうに思っております。 

 またあわせて、子どもを産む、産まないというのは、これは各個人の考え方にもよりますので、もちろ

ん産んでほしいし、子育てを楽しんでほしいなというふうに思いますが、市として、これを何％を目標に

して、それに向けて予算をかけるということはちょっと違うのではないかなというふうに思っておるところ

でございます。いずれにしましても、武蔵野市でお暮らしの皆様方が、赤ちゃんを産みやすい環境であ

ると思っていただき、赤ちゃんを産んでいただいて、また子育てのしやすいまちとなるよう、そのような

支援策については、大いに前向きに構築をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 ７番目に保育の質についてでございますが、これは施政方針で申すまでもなく、保育のガイドライン

等でも明確化をしているところでございます。保育とは、みずからが伸びゆく無限の可能性を持つ子ど

もたちの成長、発達を保障することであって、保育園における保育の質とは、子どもが社会の一員とし

て尊重され、その健全な心身の発達を図るために保育を実践することである。さらに、保育室の環境や

遊具や教材、調理室の設置や給食の内容まで含んで、保育園全体での保育の取り組みを進めていこ

うといったような、そんなことを保育のガイドライン等で設けてございますので、現在ある保育園はこの

ガイドラインに沿って運営いただいているものというふうに考えておりますが、新規にスタートされる保

育園におかれましても、武蔵野市の考え方を十分にお伝えし、質の高い保育の実践をしていただきた

い、このように考えております。 

 次に８点目で、いじめ、虐待等についてということでございますが、これは残念なことながら、市でもさ

まざまな課題があるのではないかなというふうに思っておりますが、これはかなりきめ細かなネットワー

クを構築しておりますので、その発見に努め、そして課題解決に向かっているところでございます。子ど

もプランの重点的取り組みとして継続して行っているところでございますし、また、妊娠時から子育てに

対する不安の多い御家庭、お母様方がやはり多いことから、このような対象の皆様方にもさまざまな相



談事業等をきめ細かく行っていくこと、これがひいては虐待防止などにもつながっていくのではないか

なというふうに思いますので、継続的な支援を行っていくということに取り組んでまいりたいというふうに

思っています。 

 教育長による教育方針についてということで、本会議あるいは予算委員会につきましては、これは予

算が伴うものということで、市長が一括して方針を述べてございます。また、新教育会議の中でも、私

が座長となって、議長となって教育委員の皆様方との意見交換をしておりますので、その総体として、

大きな方向性は私が代表して申し述べてもいいのではないかなというふうに思っています。一方で、武

蔵野市の教育方針等々につきましては、教育委員会でも議論をするところでございますので、これは

基本的には公開の場でございますので、ぜひ教育委員会にお出向きいただいてその内容を知ってい

ただきたいなというふうに思いますし、また、教育方針等がなかなか市民に伝わっていないとすれば、

またさまざまな情報手段を使ってＰＲをしていかなければいけないというふうに思っております。また、

予算委員会あるいは文教委員会などでは教育長も出席をしているところでございますので、そういう場

面でも、ぜひ教育長からさまざまな教育の状況、課題、方針等について語る機会があれば語っていた

だければいいのではないかなというふうに思っておるところでございます。 

 次に 10番目で、多機能複合化の学校再生についてということでございますが、今後の学校施設整

備計画の中でも議論されるものだと思っています。教育機能を確保した上で、学校施設あるいは敷地

に余裕が出てくるとすれば、それはやはり複合化ということも大いに検討の余地があろうというふうに

思っておりますので、大きな方向性は学校施設整備計画の中で議論をし、また具体的に何を複合化し

ていくかについては、個々の学校での建てかえの前に地域での議論を深めていければというふうに考

えているところでございます。 

 続いて、住みたいまちランキングの下落についてということでございますが、さまざまなランキングが

あります。吉祥寺も、ある不動産関係の調査によるとランキングダウンしたということでございまして、

一応気になりますので、その状況を拝見させていただきました。ただ、その条件というのは、マンション

等を求められる 20代から 40代までの若い世代が中心でございます。そして単身者、それからＤＩＮＫ

Ｓ、そしてファミリー層の３つの類型に分けてのことでございまして、３分の１を占める単身の皆様方が、

評価としては都会志向というのですか、勤め先も近いということで、ここでいうと目黒、恵比寿等を多く

評価されたということであります。一方でファミリー層については、依然として吉祥寺のほうがこの調査

では高かったということもございますので、中身を見て、どのような形でそれを課題として捉えてこれか

らのまちづくりに反映できるかということでございますので、１位になった、２位になったで、それで喜

ぶ、悲しむのではなくて、逆にその調査の中身を参考にさせていただいて、大いにそれをまちづくりに

つなげさせていただければなというふうに思っております。ただ、言えることは、私どものまちがどういう

方向をとるのかということは、私たちがもっと議論しなければいけないというふうに思っています。ランキ

ングを上げるために、単身者がもっと住みやすいまちを目指していくのか、あるいはファミリー層がもっ

と子育てのしやすいまちを目指していくのかといったようなことも議論を深めたいところだというふうに

思いますが、私としては、ファミリー層が安心して暮らせるようなまちを優先して考えていくべきではない

かなというふうに思っているところでございます。 



 次に、吉祥寺グランドデザインにおける公会堂の再生ということでございますが、これは南口の再整

備に絡んでくる話だというふうに思っております。本日、他の議員の御質問にもお答えしたとおり、公会

堂というのは貴重な場所にあるし、貴重な市の保有地でございますので、これからのまちづくりの種地

になるということは間違いないというふうに思っております。そうしなければいけないというふうに思って

おりますので、公会堂そのものの機能をこれからどうするかということも議論が必要だというふうに思い

ますが、そのようなソフト的な議論を踏まえて、公会堂をここに残すとすれば、どのような機能更新、建

てかえをしていくべきか。私としましては、単独の建てかえではなくて、周辺の民間施設とのさまざまな

協働での建てかえ等がふさわしいのではないか。全体のまちづくりに寄与するような、そんな使い方、

開発の仕方、整備の仕方が必要ではないかというふうに考えているところでございます。いずれにしま

しても、現在さまざまな情報交換をさせていただいているところでございますが、吉祥寺グランドデザイ

ンでも、パークエリア、この南口エリアについては、具体的な方向性について議論を深めていきたいと

いうふうに思っています。 

 13番目で、象のはな子がいなくなった井の頭公園の今後についてということでございます。象舎は、

主人がいなくなったということで、大変今寂しい状況でございます。象をまた復活できないのですかとい

うお話をいただくこともあるのですが、動物園関係者に聞くところ、象というのは群れで生活をするの

で、単独で飼うことはできないということであります。またかつ、国内の他園で飼育されているのは、繁

殖ということも目的にしての飼育だそうでございますので、仮に自然文化園で飼うとしても、数頭、ファミ

リー単位で飼わなければいけないということになっておるところでございます。その辺のスペースがある

かどうかについても課題かというふうに思いますが、まだはな子が亡くなって１年たっていないというこ

ともあって、具体的な検討までには至ってないというふうにお聞きしております。もし地域の皆様方がこ

んな動物に会いたいねということがあったとすれば、それは大いに自然文化園のほうにも提案をしても

いいのではないかなというふうに思っています。また、私どもも何らかの形で、動物の数が少なくなって

いくというのではなくて、やはり動物の保護という視点も必要なのでしょうけれども、シンボル的な動物

がいると我々の心の支えにもつながっていくのではないかなというふうに思っておりますので、今後、自

然文化園からも情報をお聞きし、そのような提案の可能性についてもお聞きをしていきたいというふう

に思っています。 

 次に、無電線化計画での都との連携ということでございますが、富士山を見るための電線の地中化と

いうような場所はすごく限られるかなというふうに思いますが、確かに名称では富士山が見えるという

のは東京の、江戸の原風景でございますので、それを阻害しないような形で阻害要因を排除していく、

電線だけではなくて、むしろ広告物なども影響があるのではないかなというふうに思います。小池都知

事におかれましては、無電線化ではないですね、無電柱化ですね、無電柱化の取り組みについて極め

て前向きに検討をいただいておりまして、提案をいただいております。かつ、市区町村に対しまして、今

まで電線の地中化ができにくかった路線をチャレンジしていこうということで、前向きな支援策をお考え

いただいているということでございますので、私どももその支援に乗っていきたいなというふうに思って

おるのですが、一部、私どもの課題としては、例えば中央通りという桜並木があって、その電線地中化

を検討しているのですが、桜の木の根っこが大変課題となって、なかなか通常の技術では電線の地中



化が難しいという状況でございます。そこで、東京都のいうそういった軽易な電線地中化技法を使えば

可能ではないかなというふうに思いますが、東京都の対象が、歩道付近が 2.5 メートル未満ということ

になってまいりまして、当該道路はちょっと 2.5 メートルあるものですから、その東京都の事業にはな

かなか乗りにくいということもあって、東京都にはその辺の基準の緩和ということをお願いしているとこ

ろでございます。いずれにしましても、武蔵野市もこれから、魅力的な景観だけではなくて、電線がない

というのは安全にもつながっていくものでございますので、そういう安全面を考えた上で、電線の地中

化については、景観整備路線も第二次路線を指定いたしましたけれども、前向きに、前倒しにでも対応

していきたいというふうに思っています。 

 15番目、テンミリオンハウスについてでございますが、この日曜日に第８番目のテンミリオンハウス、

ふらっと・きたまち、なかなかいい名前だと思いますけれども、これがスタートすることになります。市内

では、現時点ではもう既に幾つかの中で公表しておりますけれども、各地域社協ごとに１カ所ぐらいは

設けていったらどうかというふうに考えておりますので、13社協ございますので、それに向けて今、な

いところについてはこれから前向きに検討していきたいというふうに思っております。箇所数が 13 カ所

で全ての高齢者が入れるのかということについては、これは難しい提案でございまして、住宅規模を使

っておりますので、せいぜい１回の定員が 10人程度の規模でございますので、これはある程度限らざ

るを得ません。そこで、そこを補完するということでいきいきサロン等の事業もスタートしております。い

きいきサロンについては、これはもう丁目ごとに１カ所ぐらいと考えておりますので、51丁目あるので

すが、だから 50 カ所程度の規模を予定しているところでございます。現在、11 カ所ぐらいできている

かと思いますが、ハードルの低い取り組みでございますので、ぜひ地域の皆さん方も参加していただ

ければなというふうに思っています。 

 小中一貫校についてということでございますが、これにつきましては、今後議論をもう少し深めていか

なければいけないというふうに思っております。今時点としてそれぞれのメリット・デメリット、単独校で

いくというメリットもあるし、デメリットもあるでしょうし、一貫校についてもさまざまな方からデメリットも指

摘されているし、またメリットも指摘されているところでございます。そのようなことを整理しながら、また

新年度は学識経験者の皆様方が入った検討委員会をスタートしていただいて、徹底してその辺の議

論、そして整理をしていただこうと、方向性を大いに出していただこうということでございますので、それ

を踏まえた上で学校施設整備計画を策定していきたいというふうに思っております。 

 17番目でございます。本市のラスパイレス指数が極めて高いと、給与を下げたらということでござい

ますが、もう現時点で、平成 26年 10月に給与表を東京都の給料表に移行しているところでございま

すので、現在、経過措置などもございますが、やがては東京都と並ぶ見込みというふうに考えていると

ころでございます。 

 それから、三鷹駅北口街づくりビジョンということで、今後の北口開発のあり方ということで、各議員の

皆様方には事前の説明をさせていただいたところでございますが、行政報告もしっかり行う予定となっ

ております。それを踏まえて、現在、民間の開発だとかあるいは市有地だとか、あるいは先ほども御質

問いただきましたけれども、交通広場の課題だとか、さまざまな案件がございますので、それを総体的

に整理をして、実現化を目指していきたいというふうに思っております。交通広場につきましては、先ほ



ど申し上げましたけれども、抜本的な見直しも必要であるということから、周辺の大きな開発時に合わ

せて三鷹駅自体の大きな改修、改造、改善をしていけたらというふうに思っております。 

 最後に 19番目に、政策再編や連携事業ということの取り組みはどうかということでございますが、１

つは連携事業として、四市連協、つまり、武蔵野、三鷹、小金井、西東京市でさまざまな研究活動を進

めております。首長同士の意見交換会も行っております。この間では、今までに公共施設の相互乗り

入れということも行っておりましたが、昨年度からは外国人向けの国際交流部門をどう４市で捉えてい

くのか、特にインバウンドの面、あるいはこの４市には外国人居住も多いし、それから大学で留学生も

多いという中で、外国人との交流をどうしていくのかということで、そういう支援ができるような人材確保

も含めて研究活動を進めているというのも一つの連携事業ではないかなというふうに思っています。こ

の間、例えば具体的な実務の連携としても多々行っておりますが、市政センターを何とか共同運営でき

ないかということも課題として捉えて、実際に三鷹市と検討させていただいた経過もございます。結果と

しては、今ある施設を使ってそのまま１つの施設を２つの市でやるというのは、なかなか施設面で、物

理的に難しいということで現在保留状態でございますが、行く行くはさまざまな部門で、部門に限定せ

ずに連携が可能なことがないかということを各課に投げかけているところでございます。 

 あわせて、連携といえば、武蔵野市の場合は友好都市が国内に９つございますので、それらの自治

体とは基本的には交流ということで連携をしておりますけれども、いざというときには、災害時には助け

合おうということも考えておりますし、またこの間、産業面でももう少しプラスになることはないかというこ

とで、麦わら帽子の運営もして、あるいは出店もいただいているところでございますけれども、それに限

らず、さまざまなそれぞれの自治体の活性化という視点での連携については、今後よく検討を進めて

いきたいというふうに思っております。 

 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をさせていただきた

いと思います。 

 まず、健全財政についてなのですけれども、市長就任時よりも経常収支比率が悪化している、その点

に対して、70％から 80％台がいいとよく言いますが、やはり今、80％を過ぎてしまっている状況、ほか

の平均都市と比べれば、１人当たり８万円の予算があるのだから、もっと武蔵野市って圧倒的に……パ

フォーマンスが出せるのではないかなというのを私は思っております。今の状況に対して、市長は健全

財政を行っているとおっしゃっておりましたが、質問に出させていただいたのですけれども、武蔵野市よ

りも財政収支が悪い自治体の実質公債費比率、東大和市は武蔵野市の３倍ぐらいパフォーマンスが

いいです。国立市も 2.5倍パフォーマンスがいいです。町田市も２倍以上いいです。こういった数値に

対しては、どのような認識をされているのかというのをお伺いいたします。 

 そして次に、減税について質問させていただきましたが、市長は税収を守っていくとおっしゃっており

ました。でも、私は議員になって初めて知ったのですけれども、多摩地区では武蔵野、三鷹、町田、八
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王子市、その４市にしか課税されていない税金があるということで、事業所税、やはり大きな事業所で

ないと課税されませんが、議員としてやはり納税者の負担を少しでも減らしたいなと私は思ったのです

けれども、なぜ納税者の負担を減らすことよりも予算要望に対して対応しようというのを優先されるの

か。（発言する者あり）まさにそうなのですけれども、わかりますか。例えば事業所税というのは特殊な

税金だと思いますので、特殊な税金というものを廃止できることは、それに向けた自治体運営といいま

すか、いかに税金を使わずに行政運営をしていくか、やはりそこの視点をもっと詰めていかなくてはい

けないのかなと思います。（発言する者あり）まあ、左寄りの人にはちょっとわからないのかもしれない

のですけれども、多目にいただいている予算を、少しでも負担を減らそうという視点をなぜ市長は持た

れないかという、ちょっとそこをお伺いします。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  細かい御質問はまた予算委員会等で御質問いただいても結構なのです

が、例えばその経常収支比率についても、今手元にある資料を見ますと、23年度には 86.2％だった

ものが 24年度は 88.8％になって、25年度は 87％、26年度が 84.7、27年度は 80.8％になって

いるのです。だから、この間の傾向をいうと、まあ波があるのですけれども下がってきているとも言える

ところでございます。武蔵野市の特徴としては多くの事業をやっておりますので、それが固定化をされ

て経常収支比率も高くなっているということでございますので、この経常収支比率の課題というのは、

新たな事業をやるときの余剰力がなくなってくるということでございますので、いろいろな事業をやって

いるということから、確かに新たな事業をやる余裕度というのは少なくなってくるかもしれませんが、今

までもいろいろな事業をやっているという、そういう評価もあってしかるべきではないないかなというふう

に思っています。また、実質の公債費比率も、市はもうマイナスでございますので、これ自体が大きな

ものではなくて、さらにマイナスの自治体と比べて武蔵野市はとんでもなく悪いではないかというような

発言は、これはいかがなものかというふうに思っています。私としては、市として課題はないものという

ふうに思っております。 

 また、減税の考え方でございますが、税というのは基本的には所得の再配分、皆さん方から集めて、

それを必要なものに使っていこうということでございますが、減税というのは、所得のある方に効果があ

るということでございますので、それは再配分につながっていかない、今までやろうとした、つまり、税を

使っていこうということが途絶えることにもなりますので、基本的には、現在国の枠組みであります自治

体の財源ということについては、これを遵守すべきではないかなというふうに思っております。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。税は所得の再配分だとおっしゃっておりました。税

収を全て再配分しているかといったら、そうではありません。武蔵野市は１人当たり８万円の予算が余

分にあります。100億円以上の規模です。もし 100億円の予算を、我々行政が使い方を決めるので
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はなくて、市場に流したほうがもっといい効果が出るのではないだろうか、そういったこともやはり考え

てもらいたいと。（「市場に流れているよ、使っているのだから」と呼ぶ者あり）可処分所得がふえていな

いではないですか。（「使っているのだから市場に流れている」と呼ぶ者あり）流れていないですよ。例

えば、（発言する者あり）山本あつしさん、静かにしてください。 

 

 

 

◯議 長（深沢達也君）  質問者は続けてください。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  （続）例えば、３人家族の場合、８万掛ける３で 24万円の金額になりま

す。子ども手当、5,000円とか１万円、月に払っていますが、その倍以上の金額になるわけです。そう

したらもっと少子化が改善できるのではないかなと。市場に流れて経済が活性するのではないかなと。

余分の 100億を行政が使い方を決めたほうが経済性として本当に正しいのかどうかというのは常に

やはり自問自答しなくてはまずいなと本当に私は考えております。 

 続いて、５番目の保護主義型の政治に対して再質問いたしますが、市長は互いにプラスになること、

そういったことがいいのではないかとおっしゃっておりました。私は、武蔵野市の人口政策というのは全

くもって地方と都市部、お互いがプラスになっているとは思えないのですよ。流動性の高い若い世代、

未婚世代をまさに放置プレーといいますか、結婚支援しても引っ越してしまうかもしれない、また、幾ら

結婚を支援しても住居も用意できない、だからやらない、そういった答弁がありましたが、そうではなく

て、日本全体で考えなくてはいけない問題だと。（発言する者あり）内山さん、ちょっと静かにしてくださ

い。それで、市長が、問の６でも、（発言する者あり）内山さん、静かにしてください。議長、注意してくだ

さい。 

 

 

 

◯議 長（深沢達也君）  発言者の質問は妨げないようによろしくお願いします。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  （続）問６の答弁で、市長は、武蔵野市は単身女性が多い、だから低いの

ではないか、低いからだめとは言えない、そういった答弁がありましたが、では、その単身の女性がど

うやったらもっと幸せになるのか、そういった観点もやはり持ってもらいたいなと。わかりますか。もう本

当にもっと生物学的にシンプルに考えれば、もちろん例外というのはありますが、もっとシンプルに考え

て、やはり家族形成を望んでいる、それを前提にやはり考えてもらいたいなと。（発言する者あり）済み
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ません、内山さん、静かにしてください。議長。 

 

 

 

◯議 長（深沢達也君）  静粛に。質問している最中だから。続けてください。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  （続）なわけですけれども、本市の人口政策は、保護主義というのです

か、地方にとって互いにプラスではないと思うのですけれども、その点に関して市長はどう思っている

のか、お伺いいたします。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  施政方針で使った保護主義型と、武蔵野市の人口で保護主義型、どうもち

ょっと私は理解ができないので、また後で補足の質問をいただきたいのですが、武蔵野市は政策をもっ

て人口を誘導していることは余りないですね、市としては。結果的にそうなっている。つまり、民間主導

での土地利用、マンション建設などによって新たな住民が転入をしてくるとか、あるいは会社の社宅が

あって、そこで多くの家族が転出入をするといったような、そういう構造なので、積極的に人口を入れる

ために土地開発をするだとか、そういうことは今まではなかったというふうに思っています。ですので、

保護主義型という議論はちょっとなかなか直接的には結びつかないのかなというふうに思っています。

ただ、御意見として、もっと積極的にどういう人口世帯を呼び込まないといけないかとか、その辺につい

ては御意見をいただきたいと思いますけれども、余りそれは政策誘導すべきではないのではないかな

というふうに思いますが、ただ言えることは、ファミリー世帯も住みやすいまちということを一つの方向と

して武蔵野市としては掲げてもいいのではないかなというふうに思っております。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。私は、保護主義は自国優先の政治、そう捉えてい

ました。武蔵野市も行政効果がはかれないからなかなか結婚支援をしないといった答弁をいただきま

した。そういった点に対して保護主義的なのではないかと、行政効果で、市単体ではかるべきではない

というのが私の意見となります。 

 続いて 15番目の質問で、テンミリオンハウス事業は 13個ある社協１つずつに配置をしたいというこ

とがわかりました。今後は社協による運営だけではなくて、これこそもう一歩進んだ公民連携ができる

のかなと実は思っていまして、具体的には、武蔵野市は小さな飲食店、そういったものとももっとコラボ

できるのかなと。小さな飲食店は正直、年間 1,000万円の売り上げを出すところというのは、やはりな
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いところも多数あると思います。（発言する者あり）山本さん、静かにしてください。議長。 

 

 

 

◯議 長（深沢達也君）  質問を続けてください。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  （続）やはり高齢者が来るのに、１人当たり 2,000円から 4,000円か

な、と店をやっている人から考えてしまうと、やはりコストが高く見えてしまうのです。そういうところも含

めて、最大でも 13個というのを聞いて安心したのですけれども、もっともっとソフト面での公民連携と

いうのですか、そういうものも進めていっていただきたいなと思います。 

 あと最後になるのですけれども、本市のラスパイレス指数、これは下げたほうがいいのではと私が申

し上げていると市長は言っていたと思うのですけれども、実はそうではなくて、理由があれば高くていい

と思っているのです。例えば、ほかの自治体よりも少ない予算で大きな効果を上げている。少ない人数

でそれと同じ結果を出せている、そういったことがあるのであれば、別に多くてもいいかなと。今後は都

と水準が並ぶとおっしゃっておりましたが、それが果たしていいのかどうかも私はわかりません。なの

で、今まで高水準にしてきたことの意義というのですか、何かあるのかという、そこをちょっとお伺いした

いと思います。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  では、どこからお答えしていいのでしょうか、結婚支援をしないのが保護主

義型という御主張は、ちょっと私は理解できなかったのですが、また機会があれば教えていただきたい

と思います。 

 それから、テンミリオンハウスは、現在その運営主体は、社協に限らず、今回初めてなのですが、地

域福祉の会が手を挙げていただいて、公募によってそこに決めさせていただいたところでございます。

ＮＰＯだとか地域の団体が運営していると。それはさまざまであっていいと思います。地域の皆様方と

連携できるような運営の仕方であれば、その事業主体はいろいろ多様な事業主体があっていいという

ふうに思っておるところでございます。今後、テンミリオンハウスはこれからもう少し空白地帯に設けて

いきたいと思っておりますが、それに限らず、やはり高齢者の人口もふえていくということから、多様な

取り組みが必要だろうということを思いますので、先ほど申し上げましたけれども、当面、いきいきサロ

ン等の事業の展開をこれから図っていきたいというふうに思っています。 

 ラスパイレス指数については、これは大変難しい指数でございまして、必ずしもイコール給与ではな

いのです。その給与体系をもって、それを国等の人数構成で置き直す、つまり、武蔵野市は高卒の人

数は少ないのですが、高卒の方の給与はやや高いようでございまして、それも国でいうある程度の人
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数は高卒が要るよということで、そこで高い状況が反映されるので、総じて全体の指数が上がるという

ことだというふうに思います。ただ、実給与を見ますと、東京都との平均、昨年の 12月の市報で多分

公表しているかと思いますが、そのような数字を見ますと、数千円からせいぜい１万円ぐらいの差かと

いうふうに思います。それが極めて大きな差額なのかどうかですね。産業界全体で見ればある程度そ

の範囲に入っているということから、私は余りそれ自体が高額を与えているという認識ではないので

す。大体同じような範囲の額ではないかなというふうに思っています。 

 それから、公務員の給料はなかなか難しいですね。例えば会社として捉えて、武蔵野市が会社だと

すれば、こんなにある程度財力もあって、もっと職員の給与を払ってもいいだろうという議論もあるかも

しれませんが、公務員はなかなかそうはいかないというふうに思っております。ですので、他自治体と

競うように給与を考えるのではなくて、やはりある一定程度、周辺地域と同じような形態が必要ではな

いかなというふうに思っております。その意味では、東京都の体系に合わせるということは一つの取り

組みの方向としていいのではないかな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。最後に私から提案させていただきたいなと思うの

ですけれども、やはり頑張っている人がもっと評価される仕組みというのはやはり大切だなと思ってお

ります。そこで、例えばボーナス的なものを、もうちょっと新しい仕組みでできないかなと思っていまして、

例えば、部の中でもいいですし、課の中でもいいのですけれども、頑張っている職員を投票してもらう、

部の賞でもいいですし、例えば議会からもそうなのです、議長賞というのをつくってもいいと思うのです。

頑張っている職員トップ３を投票して、その人たちにちょっとプラスアルファみたいな、わかりますかね。

やはり頑張りを認めるというのは本当に大切だと思いますので、もっとユニークなモチベーションを上げ

るような仕組みというのを考えていっていただきたいなと思います。 

 以上、要望として終わります。 
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