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2016.09.06 ： 平成 28年第３回定例会（第２号） 本文 

「笑い」の効力を活用したまちづくり及びキドキドのような「子どもの遊び環境」の開発につ

いて 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  私は、日本にもっと笑顔と子どもをふやしたい、そういった思いで政治の

道に入りました。情熱と使命感を絶やすことなく責務を全うしてまいりたいと思っております。 

 それでは通告に従いまして、笑いの効力を活用したまちづくり及びキドキドのような子どもの遊び場

環境の開発について質問いたします。 

 １、笑いの効力を活用したまちづくりについて。本市では、市民の健康づくり支援として体操や健康診

断の受診促進など啓発活動を行っております。さきの都知事選におかれましても、市長は、がん検診

などを掲げる候補者を応援されておりましたが、肉体的に健康であることは、生きていく上で非常に大

切な要素であると私も考えます。また、平成 26年度のデータを見ますと、本市の精神通院の給付件

数は右肩上がりで、児童虐待も増加、そして把握されているだけでも 22名もの自殺者と、心の健康対

策も重要です。しかし、現在の運動や医療診断を促したりさまざまな相談窓口を設けるといった対策も

大切ではありますが、それらだけではなく、もっと笑いの効力を活用できるのではと私は考えます。医

学的にも笑いは心身の健康増進につながるというデータが出ており、例えば自律神経のバランスが整

う、ナチュラルキラー細胞が活性化する、脳内物質であるエンドルフィン、セロトニン、ドーパミンが分泌

され、ストレス発散、多幸感を感じるといったことが言われております。厚生労働省は、平成 25年度よ

り、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の四大疾病に加え、精神疾患を地域医療計画に盛り込むよ

う指定しましたが、このような副作用も費用もかからない笑いの効力を活用しない手だてはないのでは

ないでしょうか。 

 そこで、質問いたします。 

 Ａ、本市の健康福祉総合計画には、検診や食育、介護予防などを重点的な取り組みとしております

が、笑いの効力に着目した記述は見当たりません。健康増進への笑いの効力に着目する自治体も出

てきておりますが、本市においても来年度の計画改定時にはぜひ笑いの力を生かした計画を策定して

いただきたいと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｂ、市での笑いの活用を調べてみますと、寄席などが見受けられます。しかし、受け身的な笑いだけ

ではなく、能動的な笑いの活用もできるのではと私は考えます。例えば、青森県では、周りの人を笑顔

にできるほほえみプロデューサーを２万人養成し、１人当たり 70人の県民を笑顔にしようといった壮大

な事業があります。笑いやほほ笑みで地域社会が満たされることにより、子どもや高齢者の虐待の未

然防止や自殺予防、健康増進などを図るといったものであります。実際に事業開始５年で５歳から 90

歳までのほほえみプロデューサーを３万人養成し、全国で２番目に多かった自殺者も 12位とピーク時

の半減、現在は７万人のほほえみプロデューサーの養成を目標とし、さらなる取り組みを目指している

ということであります。 

 そこで本市においても、過去に市民こころの健康支援事業で笑いと心の健康といった講座がありまし

たが、もう一歩進み、市民が市民の笑いをプロデュースするといった、本人だけではなく他者の心身を
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も健康にできる仕組みづくりを構築していただきたいと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｃ、さきの青い森のほほえみプロデュース事業では、市民だけではなく職員を対象とした笑いプロデュ

ーサーの養成も含まれております。笑いの効果やメカニズムを学び、相手に寄り添う方法、相手に笑い

を生み出す方法を身につけるとのことであります。本市においても傾聴に関する研修があるかもしれま

せんが、そのような相手から笑顔を引き出す研修があれば、市民対応はもちろんのこと、組織内にとっ

てもプラスに働くのではと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｄ、本市では、いじめ防止基本方針を策定し、いじめをしない、させない、許さないといった行動がで

きるよう取り組んでおり、また、スクールカウンセラーの派遣や、必要に応じていじめ対策連絡会議や

サポートチームなど支援体制も整えております。しかし、そういったいじめ対策だけではなく、もう少し違

った角度からの取り組みもできるのではと私は考えます。自殺者を半減させた青森県では、さきのほほ

えみプロデューサーが学校に出向き、どうやったら自分や相手が笑顔になるのかの出前授業を行って

おります。そこで、本市においても物事を前向きに捉える方法やユーモアの育成といった角度からの取

り組みも行っていただきたいと考えますが、市長、教育長の見解をお伺いいたします。 

 Ｅ、さきのリオオリンピックの閉会式では、安倍総理がマリオの格好で登場し、大変話題になりまし

た。日本のよきＰＲになっただけではなく、非常にユーモアが感じられる楽しい演出だったと思います。

また、前回のむさしの青空市においては、友好都市の岩美町長が特産品のマツバガニのかぶり物をし

ており、見ていて非常に楽しい気持ちになりました。そこで、邑上市長におかれましても、もう少しイベン

ト等ではおもしろい格好をし、ぜひ市民を楽しませていただきたいと考えますが、市長の見解をお伺い

いたします。 

 ２、ボーネルンド社キドキドのような子どもの遊び環境の開発について。今の子どもはゲームばかり

で全く外で遊ばないといった指摘がされ始めて久しいですが、社会環境の変化により、公園等で遊び

体を動かす子どもたちが少なくなってきております。本市も例外ではなく、禁止事項が多く使い勝手が

悪かったり、事故防止のために遊具が充実していなかったり、小規模でトイレもなかったりと、余り公園

が活用されなくなってきております。また、親自身も防犯面や衛生面から子どもを公園に遊びに連れて

行く機会が減り、現在ではいわゆる公園デビューではなく、デパートやショッピングモールにある手狭な

キッズスペースデビューでママ友の輪が生まれております。しかし、子どもたちの成長にとっては伸び

伸びと体を動かし遊ぶ機会は必要不可欠です。なぜなら、私たちが無意識に行っている複雑な体の動

きは、36パターンに分類でき、その運動に関係ある脳神経の発達は 12歳までにほぼ完成すると言

われているからであります。つまり、学習の機会と同様に子どもたちが身体を動かせる遊びの機会に

関しても、社会がしっかりと担保する必要があると考えます。 

 そこで質問いたします。子どもたちの遊び場として、公園ではなく屋内遊技場等の需要が高まってい

ます。社会環境の変化に合わせ、子どもが体を動かせる環境整備が必要だと考えますが、市長はどの

ような対策を考えられているのか、見解をお伺いいたします。 

 Ｂ、現在、巨大なボールプールやトランポリン、アスレチック、知育玩具、おままごとセットなどが整っ

た親子の屋内遊び場が増えてきており、その中でも特にデンマークのボーネルンド社が手がけるキド

キドといった施設が評価されております。2004年から運営が始まり、わずか 10年で全国 21 カ所、年
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間 243万人の来場者を記録したとのことであります。本市の予算約１億円弱の０１２３と同様に、子ど

もの遊び場、親の交流、子育て情報の提供を行っており、各自治体との連携も進んでおります。例えば

八王子市では、デパートに企業誘致を行い、その集客力を活用し、効率的に市の子育て相談事業を展

開したり、また、大阪府堺市では、市の子育て相談施設だけではなく、大学や大阪労働局とも連携し、

発達に関する相談やマザーズハローワーク事業なども行っております。そして１店舗当たり平均約 12

万人もの集客力で、まちのにぎわいづくりにおいても大きく寄与しているとのことであります。 

 本市においても、企業誘致に関しては業種を問わず、以前よりさまざまな議員より指摘されておりま

したが、本市ではこのような企業の誘致は考えてこなかったのか、市長に見解をお伺いします。また、

邑上市政が始まり 11年がたちますが、これまでに市の課題解決のために誘致した企業があれば、あ

わせてお伺いいたします。 

 Ｃ、本市には子育て支援施設や子どもの遊び場として０１２３やいこっと、親子ひろば、いずみのひろ

ば、おもちゃのぐるりん、桜堤児童館、プレーパークやあそべえなどさまざまなものがあります。どれも

魅力的な取り組みだと思います。しかし、年齢による分断や開催日時の制限、広さや設備的な課題、

立地の問題など、さまざまな課題が指摘されている事業もあります。そこで、ばらばらに小さな事業を

行うのではなく、もう少し対象者を広げ、広くて設備も充実した親子の遊び場を整えたほうが、より子育

てニーズが満たせるのではと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｄ、総合体育館の１階には幼児向けのプレールームがあります。今後、改修工事を計画するに当た

り、キドキドのように子どものニーズにも応えられるような、子どもの運動量をふやせる運動設備の拡

充も織り込んでいただきたいと考えますが、市長、教育長の見解をお伺いいたします。 

 Ｅ、ボーネルンド社では、学校用の遊具の開発も行っております。本市の学校にある遊具はどのよう

な基準で選定されているのか。また、もちろん安全性は第一でありますが、より子どもの興味や身体能

力を引き出せる、こだわりのある遊具を設置していただきたいと考えますが、教育長の見解をお伺いい

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。「笑い」の

効力を活用したまちづくり及びキドキドのような「子どもの遊び環境」の開発についてということでござい

ます。 

 まず、大きく１点目の笑いの効力を活用したまちづくりについてということで、Ａとして、健康増進に笑

いの効力に着目する自治体も出てきておるが、本市においても来年度の計画改定時にはぜひこのよう

な笑いの力を生かした計画の策定をといったような趣旨の御提案、御意見でございます。本市の健康

福祉施策は、新たに事業を構築する際に、基本的には国の研究会や学会などで評価されている一定

のエビデンスに基づいて事業を検討し、構築をしております。例えば、いきいきサロン事業の場合は、

千葉大学の予防医学センターの近藤克則教授が日本公衆衛生学会で発表された、他者との交流が
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週１回以上ある高齢者は月１回未満の人よりも要介護状態や認知症になりにくいといったような研究

結果ももとに、では、その週１回以上の自主的な介護予防活動や他者との交流活動を実施しようという

ことで、補助の要件としているところでございます。現在実施しております介護予防・健康づくり事業に

おいても、基本的に参加者が楽しく取り組めることを心がけて実施しておりまして、参加者が集い交流

する中では、自然に笑いが生じているものと考えています。現に、いきいきサロンの参加者からも、サ

ロンに通うようになって、声を出して笑うことがふえたとの喜びの声も聞かれます。先日も、いきいきサ

ロンを見学させていただきましたけれども、皆さんにこにこ朗らかにやっているのが、単に体を動かす

だけではなくて、大変精神的な健康づくりに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、この笑いの効能というのは、御指摘のとおり極めてあるのではないかなというふうに思っており

ます。 

 来年度策定いたします次期の健康福祉総合計画の中では、当然、予防を重視した健康施策の推進

や心の健康づくりなどの方向についても記載されることになると考えておりますが、その中には、御提

案いただきましたこの笑いというものも、効果、効能について明確なエビデンスや研究成果をちょっと確

かめてみたいと思いますけれども、策定委員会の中でも検討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。 

 Ｂとして、市民が市民の笑いをプロデュースするといった、本人だけではなく他人の心身をも健康にで

きる仕組みづくりを構築していただきたいがということでございます。議員の御指摘の市民こころの健

康講座は、障害者福祉課で行っている事業でございます。そのほか、健康課でも健康講座の候補とし

て健康落語など笑いについての講座実施を検討しているところでございます。御提案の市民が市民の

笑いをプロデュースする仕組みと似た取り組みとして、本市では、市民が市民、地域と連携した健康づ

くり意識の普及を行う事業として、健康づくり支援センターで行っております健康づくり推進員、健康づく

り人材バンクがあるというふうに認識してございます。健康づくり人材バンクによる健康づくり出前講座

の今年度のメニューの中には、「歯ッピー体操で元気力をつけよう！！」というタイトルで、歯科衛生士

による、かむ、飲み込む、話す、笑顔をつくるための表情筋や舌のトレーニングなどを行う出前講座も

用意をしているところでございます。これらは笑いに特化したわけではございませんが、今後も市民の

さまざまな才能を生かした講座を行い、総じて市民が健康になれるような事業を行っていきたいという

ふうに思っています。 

 Ｃとして、本市においても相手から笑顔を引き出す研修があれば、市民対応はもちろんのこと、組織

内にとってもプラスに働くのではと考えるが、いかがかということでございます。職員に対しては、接遇

研修を実施し、市民対応のレベルアップを図っているところでございます。職員が感じのよい対応をす

ることで、市民が不快に感じる要因を減らすことが可能となるというふうに考えています。今後とも市民

対応においては、相手から笑顔を引き出すべく、職員として誠実な対応を図ること、そのような接遇研

修を継続していきたいというふうに考えています。 

 次に、Ｄとして、いじめ対策に向け、物事を前向きに捉える方法や、ユーモアの育成といった角度から

の取り組みについての御質問でございますが、後ほど教育長からも答弁を申し上げます。いじめ問題

の解決につきましては、最重要課題というふうに考えておりますので、これまでも市教育委員会と連携
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をして武蔵野市いじめ防止基本方針を策定し、いじめの解消に取り組んでまいりました。議員から御指

摘の、物事を前向きに捉えることは、これはいじめ問題を解決する上で極めて大切なことであるという

ふうに考えておるところでございます。この方針の中でも、あなたにできることは何だろうと投げかけ、

子どもたちが主体的にいじめの解消に取り組んでいけるように働きかけているところでございます。今

後も教育委員会とともに学校、家庭、そして地域と連携をして、多様な角度からいじめの解消に取り組

んでいきたいと考えているところでございます。 

 次にＥとして、市長におかれましても、もう少しイベントなどでおもしろい格好をし、ぜひ市民を楽しま

せていただきたいと考えるが、見解をということでございます。壇上で御指摘いただきました安倍総理

のマリオの格好、あるいは岩美町長のカニのかぶり物、20代を代表する竹内議員からするとおもしろ

い、楽しいと御指摘いただきましたけれども、50代の私としては、何か違和感を感じているところでご

ざいます。まあ正直、苦労されて頑張っているなというふうに感じたところでございます。私のスタイルと

かなり違うなというふうに思いましたが、しかし、この日ごろのスタイルと違ったことをやるというのは、

極めてインパクトがあって、ＰＲ性が高いのではないかなというふうにも少し思いましたので、まあ、いろ

いろな提案をいただければというふうに思っています。またあわせて、本市においてもシティプロモーシ

ョンを進めていく必要がございますので、さまざまな場面で都市のイメージを高めて知名度を向上させ

るような活動が必要でございますので、さまざまな取り組みが必要だろうというふうに思いますので、ぜ

ひ若い視点での御提案をいただければなというふうに思っています。 

 次に大きな２点目で、ボーネルンド社キドキドのような子どもの遊び場環境の開発についてということ

で、Ａとして、子どもたちの遊び場として公園ではなく屋内遊具の需要が高まっている、社会環境の変

化に合わせ子どもが体を動かせる環境の整備が必要だと考えるがということでございますが、市として

は、原則として、子どもに外遊びをもっとしていただきたいなという思いがあります。したがいまして、こ

の間公園を整備しておりますが、公園もなるべく家庭において身近な空間で公園ができるような範囲で

ということで、250 メートル以内に公園を設置していこうということを考えておりますし、公園も一律で整

備するのではなくて、多様な公園をつくってさまざまな対応をしていく、その中でももちろん子どもたちの

利用を中心にということでございますが、考えていきたいというふうに思っています。また、特徴ある公

園として、境冒険遊び場公園や、あるいは大野田公園での出張プレーパークなどのような事業にも取

り組んでいるところでございます。ぜひ屋外という視点も、もちろんそのような認識をいただいていると

思いますけれども、まずは、市としては屋外で子どもたちが遊ぶような環境整備をしていきたいというふ

うに思っています。 

 また、御案内のとおり、屋内型の子どもの遊び場というのも、この間国内を見ますと、いろいろなとこ

ろでできてきたのではないかなというふうに思っておりますが、１つは、雪国だとか寒冷地で冬場外遊

びができない地域では、結構屋内型の遊び場ができているようでございます。実際私も長岡市で見学

させていただきました。また、福島の原発事故に伴う件で外遊びができないということから、県内では屋

内のそういう子どもたちのプレースペースの整備を進めてきたという、そんな経過も伺っているところで

ございます。屋内で子どもたちが今利用できる施設としては、武蔵野市内では０１２３施設あるいは桜

堤児童館、総合体育館などのプレーコーナーなどございますので、ぜひ屋内型では既存の施設も利用
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いただきたいなというふうに思っています。 

 現時点では、市として新たな屋内型の子どもたちの環境整備としては考えてございませんが、あり方

について御指摘いただきましたので、今後必要性については検討していきたいというふうに思っており

ます。 

 次にＢとして、企業誘致に関する話でございますが、親子の屋内遊び場など、結構民間の施設を誘

致されている都市もあるということでございますが、このような企業の誘致は考えてこなかったのかとい

うことと同時に、市の課題解決のために誘致した企業などがあるのかどうかということでございます。さ

まざまな自治体がそれぞれの課題に応じて、地域に応じた取り組みを行っているというふうには認識し

てございます。議員から紹介いただいた事例もその一例だと認識をしてございます。子育て環境の整

備は、全て公が実施するというものではなくて、御案内のとおり、民間のさまざまな遊び場というものも

つくられているような状況があるというふうには認識しているところでございます。現在、企業を誘致し

ての子どもの遊び場環境の整備は市内では考えてはございませんが、先ほども申し上げましたとお

り、その必要性についてはよくよく研究していきたいというふうに思っています。 

 なお、大学や企業などとの連携につきましては、御案内のとおり、成蹊大学及び亜細亜大学等の地

域大学との包括連携協定、あるいはセブン－イレブン・ジャパン及び株式会社イトーヨーカ堂との包括

連携協定に基づき、相互協力の取り組み、どんなことがこれから可能か、結構何でもできるというよう

な幅広の協定でございますので、そういう取り組みをしておりますので、これから官学民連携のさまざ

まな事業も考えていきたいと思っております。 

 また、当然のことながら、例えば待機児対策として民間の保育事業者を募集したりして市の課題解決

のために民間企業を誘致しているという、これもまさにその一例ではないかなというふうに思いますし、

現在も武蔵境市政センターについては、ＰＰＰの手法を用いて民間事業者の公募による施設整備を実

施するといったような取り組みも、大きい意味での企業誘致であるというふうに考えております。今後も

市の課題解決につながるような官民連携の取り組みは進めていきたいというふうに考えています。 

 Ｃとして、ばらばらに小さい事業を行うのではなく、もう少し対象者を広げ、広くて設備も充実した親子

の遊び場を整えたほうがより子育てニーズが満たされるのではないか、見解をということでございます

が、これまで市民ニーズを見きわめながら、専用施設でございますが、０１２３施設などさまざまな子育

て支援施設を整備してまいりました。子育て支援施設や子どもの遊び場にはそれぞれの施設の目的

がございまして、施設の設備や実施する事業は、対象となる子どもの年齢や発達状況などに応じたも

のとしているところでございます。一方で、兄弟がいる家庭では施設によっては年齢により一緒に利用

できないこともあることは承知してございますが、現在の施設では、対象年齢を広げることはなかなか

難しいだろうと、限られたスペースの中で一緒にいるというのはなかなか難しいだろうというふうに思っ

ています。安全性などの観点から困難であると考えております。現在、広くて設備の充実した親子の遊

び場を、公として、市として新たに整備することはなかなか難しいため、考えてはございませんが、今

後、民間開発等の中で機会があったら、インナー型の親子の遊び場等についてはぜひ検討を投げか

けてみたいなというふうに思っています。 

 Ｄの設問とＥの設問につきましては、教育長がまとめて答弁をいたします。 
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 私からは以上でございます。 

 

 

 

◯教育長（宮崎活志君）  ありがとうございます。私のほうからは、１、笑いの効力を活用したまちづく

りについての、まずＤでございます。それにお答えしたいと思います。 

 いじめ対策に向け、物事を前向きに捉える方法やユーモアの育成といった角度からの取り組みにつ

いての御質問でございました。これは市長からも紹介がありましたけれども、各学校では、平成 26年

７月に策定した武蔵野市いじめ防止基本方針に基づいてさまざまな取り組みを実施しております。例え

ば、いじめ撲滅宣言や標語づくり、児童会や生徒会が主体となって取り組んでいる挨拶運動や声かけ

運動、「すてきだね」や「一緒に遊ぼう」といった、友達を元気にする言葉を振り返るふわふわ言葉の活

動、それから友達のよいところを見つけ、大きな木にみんなで張りつけていく仲よしの木などの取り組

みがございます。こうした取り組みは、子どもたちの心を和ませる取り組みであると言えるかと思いま

す。これらの取り組みを通して児童生徒から得られた互いに認め合い勇気づける言葉を、武蔵野市い

じめ防止基本方針の子どもたちの願いの言葉に一部掲載しているところでございます。以上述べた各

学校での取り組みは、竹内議員から御提案のあった取り組みの趣旨にも沿うものではないかと考えて

います。市教育委員会といたしましては、今後もいじめの未然防止に向けた取り組みを一層充実させ

てまいります。 

 次に、２のボーネルンド社キドキドのような子どもの遊び環境の開発についてのＤでございます。これ

は総合体育館１階の幼児向けプレールームについてのお尋ねでございますが、本施設は、ボールプー

ルやジャングルジム、トランポリン、滑り台、大型ソフトブロックなどの運動遊具を設置しておりまして、

小学生未満の親子が天候に左右されずに自由に遊べる無料スペースとなっております。大変好評を

いただいておりまして、多くの皆様に御利用いただいております。今後も他市の事例や、御提案の民間

施設等も参考に、さまざまな視点から研究し、子どものニーズに一層応えられるプレールームのあり方

を検討してまいりたいと考えております。 

 次にＥでございますが、これは学校用の遊具の選定の基準についての御質問でございますけれど

も、学校の希望を受け、安全性が確保されているか、児童生徒の興味関心を引く遊具であるか、学習

指導要領にのっとった運動が行える遊具であるかなどを検討した上で選定しております。 

 次に、より子どもの興味や身体能力を引き出せるこだわりのある遊具の設置についての御質問でご

ざいますが、現在、本市の小学校の校庭には、ジャングルジムやうんてい、上り棒などの遊具がありま

す。これらを活用して上り下りや体の移動などの運動感覚を身につけ、体力向上につなげております。

遊具は楽しんで運動できることから、体育の時間だけでなく、休み時間などにも児童みずからが取り組

み、運動の日常化につながっているところです。今後、新たな遊具の設置について学校から要望が出

された際には、より子どもの興味や身体能力を引き出せる遊具が設置されるよう、竹内議員から御提

案された内容を踏まえ、情報を提供してまいります。 
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 以上です。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  御答弁ありがとうございます。まず、笑いの効力を活用したまちづくりに関

してですけれども、健康福祉総合計画には国が効果を認めたものを採用されるとおっしゃっていたと思

うのですけれども、青森県の事業も東京医療保健大学の医師免許のある方の監修で行っております。

調べていただければ、医学的データというのも、大学の先生もそうですし、医師免許の人も出てきてお

りますので、国が示さずともそういったデータを参考にしていっていただきたいなと思います。 

 続いて、Ｂの市民が市民を笑いにできる仕組みづくりに関してですけれども、今、市民による地域参

加というのを促しており、例えば退職された方が地域参加に入るように、おとぱみたいな活動というの

もされていると思います。よく耳にするのが、企業の重役であった人たちがそのまま地域活動に入れる

かというと、結構気難しい感じでなかなかなじみづらいのよねという女性の意見というのをよく耳にしま

す。そういうのもやはり非常にもったいないことだと思いますので、どうやったら笑い、市民同士がもっと

仲よくなれるのかというのも、やはり十分笑いの力というのですか、非常に大切だと思いますので、そ

のような視点での、笑いによる健康づくりだけではなく、笑いにより仲よくなる仕組みづくりという観点か

らも取り組めるのかなと思うのですけれども、それに関して市長の見解をお伺いしたいと思います。 

 次にＣです。職員を対象とした笑いプロデューサーの養成。誠実な対応というのももちろんなのです

けれども、結構私が目にしますのは、市民の方に対して腰を低くして、なるべく刺激をしないような、何

かそういう対応というのを結構目にするのです。もうちょっと積極的な対応というのもやはり取り組んで

ほしいなというのが私の思いでして、怒っている人をなだめるのではなく、怒っている人を笑わせるよう

な、そういった攻めの市民対応というのですか、（発言する者あり）そうなのですよね。今回の設問１番

の大きな趣旨なのですけれども、やはり人にとって笑いというのはすごく大切なものだと。でも、日本人

というのはすごく真面目で、楽しむこととか笑うことを軽視しがちというのですか、５年前の大震災後も

お花見を自粛しようということで井の頭公園でできなかったですし、お祭りの自粛というのも各地で起こ

っていました。有休の取得率がふえないというのもやはりそういったところに通じるのかなと思いまし

て、楽しむことは悪いことではないのだよという、やはりもっともっとそういった笑いや楽しむことを尊重

する風土づくりというのにも挑んでいかないのかなという、そういった趣旨で大きな１番を私はしており

ます。どう切り込んでいいのかというのはわからないと思うのですけれども、笑いや楽しむということを

もっと尊重する、大切なことだよというのをもっと前面に打ち出していっていただきたいなと思います。 

 次にＤなのですけれども、子どもたちのふわふわ言葉というのですか、大変いいなと思うのですけれ

ども、ここのＤの質問の趣旨というのは、実はこれもユーモアのある子どもというのですか、日本人にも

っとユーモアをつけるような教育をしてほしいなという趣旨があったのです、いじめを防ぐのではなく。そ

れはなぜなのかというのは、多分教育長は御存じだと思うのですけれども、対人恐怖症、あれは海外

でも対人恐怖症といいまして、世界共通語なのです。日本人特有によく見られる症状ということで、や

はりそういったものももっと改善していけるような教育というのですか、そういった視点もやはり入れて



9 

 

いってほしいなという思いもあるのですけれども、それについてもまた見解をお伺いしたいと思います。 

 次にＥなのですけれども、マリオのコスプレなど、岩美町長のカニのかぶり物も余り市長はおもしろく

思わなかったようなのですけれども、三重県の伊賀市、忍者のところなのですけれども、そこの市長は

忍者の格好をして、おととしスペイン会議に出席され、昨年ニュースになっていましたが、ミラノ万博に

忍者の格好をして出展しておりました。やはりシティセールス・プロモーションというのですか、すごく意

欲的にやっています。ほかには愛知県はコスプレの催し物、コスプレサミットというのをやっていまし

て、知事もそうですし、私が大変尊敬しております河村市長もすごく有名なコスプレをしております。そ

れで、外国人の方もそのイベントに参加しているのです。来月、吉祥寺アニメワンダーランドなどもござ

いますが、やはりそういったところももっともっとシティセールス・プロモーションで市長が先頭に立って

おもしろい格好をしていただければ話題も生まれる、通行人が写真を撮って、シェアして広まる、そうい

ったことも考えられるのかなと思いますが、ぜひその秋のイベントも生かしていただきたいと思います

が、見解をお伺いします。とりあえず以上、ここまでお願いします。 

 

 

 

◯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。 

 まずＡとして、笑いの効能は私もあると思っています。笑うとやはり精神的にリフレッシュするし、健康

にいいのだなというふうに思っておりますので、ぜひエビデンスというか、学術研究のほうも少し整理を

してみたいというふうに思っています。それを来年度の健康福祉総合計画の中でも議論をいただけた

らなというふうに思っています。 

 それからＢとして、退職された方はなかなか、特に男性なんかですと、地域になじみにくい、入りにくい

のです。でも、一度入ると地域のおばさまたちにいろいろ使われて、それなりに地域の人として育って

いっている状況でございますので、いかにその第一歩を踏み出すかというのが重要ではないかなとい

うふうに思うので、おとぱサロンも継続をしておるのですが、なかなか参加者数が若干少ないような状

況も続いておりますので、もっと啓発をして、もう少しおとぱサロンに来るような魅力を引き出すようなＰ

Ｒも必要ではないかなというふうに思っています。 

 それから、職員の接遇も、笑顔を生み出すような接遇をということを言いましたけれども、なかなか怒

っている人を笑わせるのはすごい技術が必要ではないかなというふうに思いますが、まずは怒ってい

る人が冷静になるように、基本的には傾聴する、聞いて、その方の言われていることを受けとめるとい

うことが第一でございますので、冷静になっていろいろ話をした最後に笑顔で帰っていただくような、そ

んな対応ができたらなというふうには思っております。 

 いじめ防止については後ほど教育長から再答弁をお願いします。 

 コスプレ云々でございますけれども、さまざまなシティプロモーションのやり方があるのではないかな

というふうに思っています。それも必要に応じていろいろな取り組みの中でできることは対応してまいり

たいというふうに思っています。 
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◯教育長（宮崎活志君）  先ほどの１のＤの御質問で、議員としてはユーモアのある子を育ててほし

いのだということだと思います。私も大変それは大切なことだなというふうに思っています。例えば、国

語の教科書などで、そこに落語とか、そこまで行かなくても落とし話であるとか、それから例えば狂言の

台本とか、そういったものも教材になったりするのですけれども、授業では全然おもしろくないのです。

なぜおもしろいのか考えてみましょうみたいな授業が行われるわけなのです。このユーモアのセンスと

いうのは非常にどちらかというと、これは日本人がと言っていいのかわからないですけれども、少なくと

も日本語を母語とする世界で生まれ育って生きている人にとっては余り得意ではない領域の一つで、

ただしこれは先ほど対人恐怖症などへの対策としてもというお話がありましたように、対人コミュニケー

ションの非常に重要なスキルの一つであって、ここではむしろユーモアを交えてちょっと話題を落とした

ほうが気まずくならないとかいうところを、非常に外国の方なんかは上手にそれを使ったりするところが

ありますよね。こうしたコミュニケーションスキルの一つとしても、そうしたユーモアのセンスというか、そ

れを使ってコミュニケーションを構築できるような、そういう子どもたちを育てるといったことは非常に重

要だと思いますし、先ほど申し上げたようなふわふわ言葉とか仲よしの木が育っていくような、そういう

環境がつくられていますと、そういう感覚は育っていくだろうと。単に子どもたちを管理して一定の道筋

に沿った生活スタイルを求めていく形だとなかなか難しいだろうと思いますので、今後こうした環境づく

りを含めて、議員がおっしゃったようなユーモアセンスといったものを少し教育の場でも大切にしていき

たいと考えます。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。市長のコスプレに関しては、秘書広報課の提案力

も結構必要なのかなと思いますので、今後に期待したいと思います。 

 そして教育長のそのユーモアが大切だとおっしゃることも、ぜひ子どもたちのユーモアを育んでいって

いただきたいと思います。 

 続いて、子どもの遊び環境の開発についてお伺いします。子どもに対しては公園で遊んでもらいたい

ということで、今後何か施設をつくるようなことはないとおっしゃっていたと思うのですけれども、現在の

状況で子どもの遊び場というのは十分だという認識なのでしょうか。それとも、今後は子どもの遊び場

をもっとこうしていこうみたいなお考えがあるのかどうか、お伺いしたいと思います。とりあえず以上、こ

こまでお願いします。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  先ほども御答弁申し上げましたけれども、まずは市としては、公共空間とし

ての遊び場を考えるときには、やはり公園というものをぜひこれからも充実をしていきたい。子どもたち
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の健康づくりも含めて公園というのが極めて有意義な遊び場であろうというふうに思っておりますので、

これは不可欠だというふうに思っています。ですが、さまざまな需要がある、あるいは天候によっては

屋外が利用できない、例えば夏場ですと猛暑で外が利用できない等々の、さまざまな状況も今変わっ

てきておりますので、屋内型として果たして何ができるのか、かつ、それが必ずしも公共だけではなく

て、事例を見ますと、圧倒的に民間のいろいろなサービスの施設がふえておりますので、今後その民

間の活力を利用した子どもの遊び場も含めて、その可能性については大いに研究していければなとい

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。キドキドというのも、実は私、全く知らない施設だっ

たのですけれども、奥さんから教えていただいて、こんなものがあるのだと知ったのですけれども、０１

２３施設、私も何度か行かせていただきまして、大変いい施設だと思います。ただ、今の０１２３は、０１

２３吉祥寺で年間の利用者が１万 8,619人で、はらっぱがことしは２万 6,000何百人、児童１人当た

り大体 2,000円ぐらいの行政コストというのですか。そういうものと、そのキドキド、民間の施設、お金

を払って親子たちが使っているのですけれども、もうちょっと０１２３をアップグレードというのですか、も

っともっとよくできるのかなというのを正直感じました。せっかくいい施設があるのに、無料で使えるの

に、そこまで子育て支援施設として本当にフル活用されているのかなというのですか、もうちょっといい

やり方があるのではないかなというのを私はすごく感じてしまいました。ぜひ参考にしていただきたいな

という意味合いも込めて、わざとサブタイトルに固有名詞も入れさせていただいて、こういった施設があ

るということを担当者の人に見ていただきたかったので、入れさせていただいたのですけれども、今現

在、公共施設の統廃合というのも出ていると思うのですけれども、子育て支援施設自体の多機能化と

いうのですか、そういったものももっともっと図れるのかなと。いろいろな機能があればもっともっと親子

世代の人が利用する。そして行政サービスももっと効率的に支援できるのかなと私は感じるのですけ

れども、今後、広くて設備も充実した親子の遊び場を整えたほうがニーズを満たせるのではないかと私

は提案させていただいたのですけれども、なぜ市長は先ほど、今後新しくそういったものを設ける考え

はないとおっしゃったのか、もう一度御答弁をいただければなと思います。 

 そしてその次にＤで、先ほど教育長が総合体育館のプレールームは大変人気があるとおっしゃって

おりました。現在の広さ的なものというのは十分と捉えているのかどうか、手狭とかそういった気持ちは

ないのかどうかというのも見解をお伺いいたします。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  子どもの遊び場等についての考え方は先ほど述べたとおりでございますし、

また、現在の計画として位置づけたものはございませんので、現時点では計画としてはない、予定はな

いということでございますが、先ほど来申し上げましたとおり、さまざまな状況、環境が変わっていると
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すれば、これからの子どもたちの遊ぶ場としてどのような空間がいいのかについては、大いに研究の

余地があるというふうに考えております。またあわせてそれも、設置主体、運営主体が必ずしも公のみ

ならず、民間のさまざまなプレーパーク等も出てきておりますので、民間の活力でそのような整備も可

能ではないかというふうに思いますので、それも含めて今後の研究課題であろうというふうに思ってい

ます。あわせて、公共施設の複合化というのは、今後の課題でございますので、複合化を否定している

わけではございませんので、今後複合化に当たっては、例えば子育て支援施設とほかの施設を複合

化するとか、そういうことで多世代がその施設へ来て利用できるといったことも考え方としてはあるので

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。 

 

 

 

◯教育長（宮崎活志君）  総合体育館１階の幼児向けプレールームの広さについて十分と考えるかと

いうことだと思いますけれども、現在、総合体育館１階のレイアウトの中でさまざまなものが置かれてい

て、そして入場者のある程度動線を確保しなくてはいけないと。かなり多くの方が一どきに出入りするこ

とがありますので、それでいくと、あれがいっぱいぐらいに使われているかなというふうに思います。た

だし、これは全体のレイアウトデザインをどうするかということなので、あれをもうちょっと子どもたち、幼

児に向けた、そうした体を動かせる施設としてもっと有効性を広げていきたい、スペースを広げていき

たいということですと、今度はそういう考え直しをしなくてはいけないと思うのですが、現在のコンセプト

からいくと、もうあそこはそれでいっぱいぐらいかなという気がいたします。ですから、もっと総合体育館

全体のデザインを考える中で検討したいなと思います。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。最初に私が申し上げました、やはり子どもにとって

遊びというのは必要不可欠なものですので、我々大人がしっかりとその機会というのは担保していかな

ければならないと考えております。総合体育館の使い方に関しても、なかなか子どもというのは自分の

意見を職員の人に伝えるということは難しいと思いますので、ぜひ子どもに歩み寄って、子どもが体を

動かしやすい、遊べる環境に配慮していっていただきたいと思います。 

 以上です。 
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