
平成 28年第 2回定例会 一般質問 議事録 

 

それでは、ウェブ活用による共助の仕組みづくり及び直接民主制の推進等について、６番竹内まさお

り、一般質問させていただきます。 

 １番、ウェブ活用による共助の仕組みづくり及び直接民主制の推進について。 

 第四次総合情報化基本計画の期間が平成 26年度から平成 28年度となっており、更新の時期を迎

えております。本計画は、各個別計画などと整合性、連動性を図り、ＩＣＴを活用して、市民サービスの

向上、行政事務の効率化、財政改革への貢献、ＩＣＴを活用できる組織、人材の育成を推し進めること

を実施目標とされておりますが、情報化の進展により、まだまだ取り組めることは多々あると考えます。

そこで、市長に質問いたします。 

 本計画の情報化の進展度によりますと、子育て支援（子育て支援サイトなど）が未実施となっており、

本計画で施策として取り組むことを計画しているとありますが、現在はどのような状況であるのでしょう

か、実施状況をお伺いします。 

 また、子育てシェアといった、子どもの送迎や一時保育をお願いしたい人と引き受けたい人をマッチン

グするインターネットサービスが評価され始めており、奈良県生駒市では、サイト運営会社と事業協定

が結ばれました。その他、横浜市では子育てアプリを開発し、郵便番号と生年月日を登録してもらい、

パーソナライズした情報を提供できる利便性の高い情報サイトを運営しております。 

 そこで本市においても、公民連携、もしくは独自のサービスの展開によって、共助による待機児童対

策及び子育て支援の促進ができるのではと考えますが、市長の見解をお伺いします。 

 Ｂ、本計画の情報化の進展度によりますと、コミュニティ活性化（地域ＳＮＳなど）が未実施となってお

ります。総務省ＩＣＴ住民参画の地域ＳＮＳ実証実験事業による千代田区や長岡市での実験では、利用

者が減ってきたなど、期待した効果が得られなかったようでありますが、やり方次第ではまだまだ有効

性はあると考えます。 

 なぜなら、市から市民への情報提供だけではなく、市民から市への情報提供、または市民から市民

への情報提供といった多面的、多角的な情報共有ができるからであります。そうすれば、共助、協働の

仕組み作りに必要な課題の共有と解決者の創出も可能になるのではないでしょうか。 

 例えば千葉市が運営しているＳＮＳでは、市民がまちかどレポーターとして、道路のふぐあいやごみ

の不法投棄、街灯の電球切れなど、気がついた地域課題を位置情報とともに写真を添えて共有し、そ

れに対し、行政または市民が解決し、レポートを上げるといった仕組みが構築されております。これは

行政費用の見える化も可能であります。そして、地域課題の取り組みに応じて市民にポイントを付与

し、協働する人を表彰するといった、解決者の創出を図る工夫も図られております。 

 また、こういったまちかどレポーターのシステムは、ほかにも世田谷区で取り組んでいるように、お勧

めスポットの紹介や、放置自転車や違法看板等の報告等、商工業の振興施策として利用されたり、ま

た、災害時には災害レポーターとして、迅速で利便性の高い情報共有が可能になります。これはまさ

に、地域防災計画にもあります的確な情報伝達の手段の確保にもなり得るのではないでしょうか。 

 ある自治体では、ページの一部に簡単なクイズと市の特産品の広告欄を設け、回答者の中から抽せ
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んでその産品をプレゼントといったような、利用者、読者をふやす工夫もされておりますが、やり方次第

で地域ＳＮＳは非常に活性化するものだと考えます。 

 そこで、ぜひとも次期計画では、ウェブ上での共助の場づくりの構築を盛り込んでいただきたいと考え

ますが、市長の見解をお伺いします。 

 Ｃ、市民活動促進基本計画によりますと、市民活動のきっかけ、方向性や方法、資金、資源が行政か

ら市民に提供されるという、傾斜的関係が課題であると書かれております。そこでクラウドファンディン

グのように、資金が必要な市民活動団体が動画等を活用し、ウェブ上でＰＲを行い、市民による投票に

よって補助金が決定するといった水平的な仕組みを構築すれば、傾斜的関係も解決できるのではと考

えますが、市長の見解をお伺いします。 

 Ｄ、国政政党として現在、自民党と公明党がアプリを開発しているのが確認できますが、その中でも

公明党のアプリが双方向性をうまく生かし、アクティブユーザーの多いサイトを構築していると思われま

す。特に「あったらいいね政策アンケート」といったコンテンツがあり、誰もが自由に政策を提案し、それ

に対しコメントを書いたり、「いいね」という投票ボタンが押せるようになったりしております。また、ウェブ

アンケートでは 1,000万件以上の回答が得られ、その結果を政府に提言したとのことであります。 

 こういった仕組みを活用すれば、今まで直接声の聞けなかった一人一人の意見も大切にできるので

はないでしょうか。紙ベースのアンケートや意識調査では、高齢者や女性の回答の比率が高い傾向が

ありますが、ウェブ上では若い世代や男性の割合が多いといった総務省データがありますので、有効

な補完機能にもなると考えます。 

 そこで、市民による政策提案及び市民による評価といった仕組みづくりの構築を提言いたしますが、

市長の見解をお伺いします。 

 Ｅ、本市では「むさしのエコボ」といった、譲りたいものと譲ってほしいものの情報を掲載したリユース

掲示板を市内 12 カ所に設置しており、平成 24年度からは、スキャンした画像をホームページでも閲

覧できるようにしております。実際に私も子どもが生まれたとき、ベビーベッドを譲っていただいたことが

あり、エコボには助けられました。 

 しかし、情報掲載の申し込みははがき等の紙ベースであり、手書きで文字やイラストを描いたり、印

刷した写真をのりで張りつけたりといった状況で、まだまだＩＣＴ活用が図れていないのではと考えま

す。 

 そこで、むさしのエコボの電子掲示板を立ち上げれば、より情報のやりとりが活発になり、リユースの

促進につながるのではと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 続いて２番目の大きな質問をいたします。「水の学校」ならぬ、「税金の学校」や「医療の学校」の開設

についてです。 

 本市では平成 26年度より、「よりよい水環境のために、各自ができること、人に伝えたいことを話し

合い、市民活動へつなぐこと」を目的とし、水の学校という連続講座がスタートされました。そして昨年、

喜ばしいことに、見事国土交通大臣賞に選出されました。 

 「私たちの誰もが深くかかわり、恩恵を受けている『水』は、どこから来てどこへ行くのでしょうか。暮ら

しの中の身近な水循環、水をとりまくさまざまなテーマをとりあげ、楽しみながら考えを深め、行動につ



なげるシリーズ講座」とのことで、環境啓発として、非常にすばらしい取り組みだと私も感じます。そこ

で、ぜひともこのような啓発講座をほかの分野にも広げていけるのではと考えます。そこで市長に質問

いたします。 

 歳出が増加し続ける中、財政に関する啓発事業も重要だと考えます。特に源泉徴収という税制のた

め、日本では納税者意識が醸成されづらいという課題も挙げられます。そこで水の学校と同様に、私た

ちの誰もが深くかかわり、恩恵を受けている税金は、どこから来てどこへ行くのか、暮らしの中の身近

な税金の循環、税金を取り巻くさまざまなテーマを取り上げ、楽しみながら考えを深め行動につなげ

る、税金の学校というシリーズ講座を開設し、さらなる納税者意識の啓発及び協働による節税の推進

を図るべきだと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｂ、医療費が増加し続ける中、医療とのかかわり方に関する啓発事業も重要であると考えます。また

あわせて、医療行為に関するリスクや効果に関する知識も必要だと考えます。例えば私自身、以前、

健康診断のバリウム検査で誤嚥し、肺炎になりかけたことがございます。これからは医者に依存し過ぎ

ない、自分の身は自分で守るといった自覚を身につけることが大切なのではないでしょうか。そうすれ

ば、タミフルや子宮頸がんのワクチン等の副作用による被害も、もっと防げたのではと考えます。 

 そこで水の学校と同様に、医療に関するシリーズ講座を開設し、医療費の見える化や、情報収集の

習慣、ひいては、安易な医療サービスの受診回避といった行動につなげる、医療の学校というシリーズ

講座を開設し、健康的で、財政的にも持続可能な社会の創造を目指すべきだと考えますが、市長の見

解をお伺いいたします。 

 Ｃ、現在、政府では消費税 10％への増税が検討されておりますが、それに対する市長の見解をお伺

いいたします。もし反対なのであれば、しっかりと声明を出していただきたいと考えますが、あわせて見

解をお伺いいたします。 

 続いて大きな３番目、理想的な庁内食堂のあり方についてお伺いいたします。 

 武蔵野市役所の８階には、社会福祉法人武蔵野が運営している庁内食堂「さくらごはん」がございま

す。こだわりの食材の使用や障害者雇用の創出と、非常に社会性のある食堂で、味もおいしく利用さ

せていただいております。しかし残念ながら、職員の利用率が低いのが実情なのではないでしょうか。

実際に周辺自治体の庁内食堂を見てまいりましたが、職員の方で大変にぎわっており、また、非常に

よいコミュニケーションの場、親睦の場にもなっておりました。 

 とある経済番組で、食堂を持たない企業が、部や課を超えてランチをとる社員グループには補助を出

すといった事例が紹介されておりましたが、非公式的なコミュニケーションは非常に重要であり、現に、

雑談が生産性につながるといった研究データが、マサチューセッツ工科大学の研究所からも出されて

おります。そこで市長に質問いたします。 

 職員談話室等があるとはいえ、節電のために電気が消されている薄暗い部屋で、おのおのがワーキ

ングデスクで出前を食べるといったことがよく見受けられるランチタイムは、気分転換も難しく、また、部

や課を超えての交流も図りづらいと考えます。市長が考える理想的なランチタイムとはどのようなもの

であるのか、見解をお伺いいたします。 

 Ｂ、職員にもっと利用される食堂を模索すべきだと考えますが、利用していない人の理由は把握され



ているのか、市長の見解をお伺いします。また、もし出前のニーズが高いのであれば、弁当販売を始

めれば、さくらごはんの売り上げにもつながると考えますが、あわせて見解をお伺いいたします。 

 Ｃ、お隣三鷹市役所の食堂では、カレー・ラーメン 330円、定食 450円、同じくお隣西東京市役所の

食堂では、カレー・ラーメン 400円、パスタ 450円、定食 500円といった 500円前後の価格帯であり

ました。また、食材にこだわっている都庁の食堂においても、カレー430円、ラーメン 400円、定食も

600円程度でありました。 

 しかし、武蔵野市役所の食堂は小鉢がつくとはいえ、カレー800円、牛スジつけ麺 850円、定食

980円、そして中には 1,300円ものメニューがあり、庁内食堂としては、ほかの自治体の倍の水準で

ある 1,000円前後の価格帯となっております。これでは、幾らチャリティ的要素のある食堂であるとは

いえ、若い職員や嘱託職員にとっては、特にランチとして日常的に利用するのは難しいのではと考えま

す。 

 一般市民の方からも価格帯について苦言を言われてしまったことがあり、現に大手飲食店の口コミサ

イトの評価も、ほかの自治体の食堂に負けてしまっている状況であります。このような状況を市長はど

のように捉えているのか、見解をお伺いいたします。 

 続いて大きな４番目、象のはな子の名誉市民推挙についてお伺いいたします。 

 先月５月 26日、武蔵野市御殿山にあります井の頭自然文化園の人気者、象のはな子が亡くなられ

ました。69歳でありました。戦争で傷ついた日本の子どもたちの心を癒やそうと、２歳半のときにタイよ

り寄贈され、その名前は、戦時猛獣処分によって殺されてしまった漢字の象の花子という象にちなんで

名づけられたといいます。そして昭和 29年、当時の武蔵野市児童福祉協議会の会長や市民らが上

野動物園の園長らに嘆願し、やっとの思いで、ここ武蔵野市の地への移住が実現したと伺っておりま

す。 

 以後、まさに 62年間という長きにわたり、多くの子どもたちだけではなく、我々大人たちにも笑顔や

元気を与え続けてくれました。私も家族で遊びに行ったことはもちろんのこと、小学校の遠足等、学校

の行事においても、武蔵野のアイドルはな子に何度も楽しませていただきました。自然文化園の来園

者数は年間 70万人前後。実に累計来園者数は数千万人にも上り、親子３代、４代にわたるファンも多

いのではないでしょうか。 

 まさにはな子は、公共の福祉を増進し、また広く社会文化の振興に寄与し、その功績は卓絶であると

言えます。そこで、ぜひとも象のはな子を武蔵野市名誉市民に推挙したいと考えます。 

 もちろん、はな子は人間ではありませんが、動物園の動物とは一体何であるのかをしっかりと認識

し、我々人間の都合を優先させてしまっていることを忘れてはなりません。井の頭自然文化園には動

物の慰霊碑があり、感謝の気持ちを伝えるべく、毎年慰霊祭も行われております。そして、そういった

動物のお墓や慰霊碑は、欧米では珍しい日本独自の動物観とも言えるそうです。動物に対し特別住民

票を発行される自治体もございますが、長年我々の福祉に貢献してくれた動物に対し、我々武蔵野も

最大限の敬意と感謝を示してもよいのではないでしょうか。 

 タイへの感謝、はな子という名前の由来、動物園の動物の命への敬意や感謝の気持ちといったもの

を広く後世に語り継いでいけるよう、国内最高齢の象で、井の頭自然文化園最長飼育期間でもあった



はな子を、自然文化園の動物を代表し、武蔵野市名誉市民として市の歴史に残したいと考えますが、

市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。よろしく御答弁のほどお願いいたします。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  それでは、竹内まさおり議員の一般質問にお答えしてまいります。ウェブ活

用による共助の仕組みづくり及び直接民主制の推進等についてでございます。 

 まずＡとして、子育て支援サイトなどがまだ未実施ではないかということ、その実施状況を伺いますと

いうこと、そして独自のサービスの展開によって、共助による待機児童対策、子育て支援の促進ができ

るのではないか、見解をということでございます。 

 子ども・子育て情報発信の充実につきましては、この御指摘いただきました総合情報化基本計画だ

けではなく、子どもプラン武蔵野においても施策として位置づけをしているところでございます。自治体

によって構築作業に多額の費用をかけ、外部団体に運営を委託しているケースや、議員に御紹介いた

だいたように、サイト運営会社と協定を結ぶケース、アプリを開発した事業者のパッケージを利用する

ケースなど、さまざまな取り組みが見られているところでございます。 

 市としましては、現在、子育て情報発信ウェブサイトの導入について、他自治体の導入事例、運営上

の課題、メリット、デメリットなどについて、調査研究を進めているところでございます。今後、他自治体

の事例も参考にしながら、武蔵野市により適したウェブサイトの構築を検討していきたい、このように考

えています。 

 Ｂとして、コミュニティの活性化が未実施となっている、やり方次第で地域ＳＮＳは活性化するものだと

考える。次期総合情報化計画には、ウェブ上での共助の場づくりの構築を盛り込んでいただきたいが

どうかということでございますが、次期の総合情報化計画は、平成 29年から 31年までの３年間の計

画を、今年度中に策定する予定となっております。 

 次期計画においては、調整計画で定められた施策を具体化したものを、情報化計画の施策として抽

出する予定となっております。市民サービスに直結するＩＣＴの活用を目標の一つと位置づけ、市民の

意向も把握しながら策定をしていきたいと考えております。 

 御提案いただきました内容は、調整計画に掲げられている、市民に届く情報提供と、市民要望に的

確に応える仕組みづくりという施策にも合致するものでございますが、地域ＳＮＳ自体は、現在ツイッタ

ーやフェイスブックといった、民間のソーシャルメディアに移行しつつあるという状況でございます。多様

な市民参加の手法として、次期計画策定の中で、よく検討してまいりたいと考えています。 

 次にＣとして、クラウドファンディングのように、資金が必要な市民活動団体が動画などを活用し、ウェ

ブ上でＰＲを行い、市民による投票によって補助金を決定するといった水平的な仕組みを構築すれば、

傾斜的関係も解決できるのではと考えるが、見解をということでございます。 

 現在市ではＮＰＯ補助金交付事業で、補助金の交付決定に当たり、学識経験者などによる審査会を

設置し、公開プレゼンテーションで審査を行っている状況でございます。これは、市民団体への資金、
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資源の提供に当たり、第三者がその事業評価を行うことにより、傾斜的関係を見直していくための有益

なシステムと考えております。審査に当たっては、傍聴者からの評価結果も審査会に提供し、審査をい

ただいているところでございます。 

 また、市内の団体では、クラウドファンディングの実践など、新たな手法で資金獲得を進めている実

例もあるということでございます。 

 当面は現在の審査方法も続けながら、今後審査方法については、御提案いただいた方法も含めて、

他事例も参考にしながらよく研究していきたいと思っています。 

 Ｄとしまして、ウェブアンケートのような仕組みを活用すれば、今まで直接声の聞けなかった多くの方

の意見も聞けるのではないかという御趣旨の御質問でございます。 

 これまで市としましては、市民の声を聞こうということで、市政アンケート調査、これはペーパーが主で

ございますが、そして市民と市長のタウンミーティングを開催し、市民の意見を聞いてきている経過もご

ざいます。また、無作為抽出によるワークショップの実施、公募市民による策定委員会を設置して策定

するなど、一定程度の市民参加によるまちづくりを進めてきた経過もございます。 

 近年では、このアンケート調査で、ペーパーだけではなくて、インターネット経由でのアンケートの提出

も行ってきた経過もございますし、また各種パブコメでも、意見募集ではメールなどを使って行ってきた

という経過もございます。 

 そのようなことで、市民の意見を広く聞こうという努力はしているところでございます。また、市長への

手紙という制度もございますが、この市長への手紙も、近年ではメールを活用したいろいろな意見提

案、あるいは質問がなされているという状況でございます。 

 御指摘のとおり、さまざまな方法を使うことが、多様な世代、多様な人の意見を聞くことにつながって

いくのではないかなと思っておりますので、御提案いただきました方式も踏まえて、これからも多様な方

法で市民の声を聞く仕組みについては、構築をしていきたいと考えております。 

 次に、Ｅとしまして、むさしのエコボの電子掲示板を立ち上げれば、より情報のやりとりが活発になり、

リユースの促進にもつながるのではないかということでございますが、エコボは御案内のとおり、24年

３月から設置をし、24年６月からはホームページでも掲載しているところでございます。26年度の掲

載実績は 181件掲載し、うち 107件成立したという経過でございます。掲示板を市内 12 カ所に設置

することから、パソコンが苦手な方でも利用がしやすい状況になっているということでございます。 

 またあわせて、０１２３施設にも設置することによりまして、対象者がある程度限定、属性が決まりま

すので、割とそれ向けの品を並べることによって、よりその利用度が増してきているということもござい

ます。 

 また、直接やりとりをしていただきますので、それらの地域の皆様方の直接のコミュニティの形成に

も、一部つながっているのではないかなと思っておりますので、現在のやり方についても、それなりにメ

リットはあるのではないかなとは思いますが、ただ電子掲示板等を利用すれば、確かに利用者の利便

性も向上するし、それから何よりも範囲が拡大していく、いろいろな品物も集まってくるのではないかな

と思われますので、今後どのような形で導入が可能かについては、ぜひ研究してみたいと思っていま

す。 



 次に、大きなお尋ねで、「水の学校」ならぬ、「税金の学校」や「医療の学校」の開設ということでござい

ますが、水の学校もそうなのでありますが、単に学ぶ場だけではなくて、その後の活動につなげていこ

うということでございます。 

 現に、先日第３期目の開校式を行いましたけれども、１期目、２期目で経験された方に、アシスタント、

サポーターとして参加をしていただきまして、いろいろなお手伝いをしていただいているようなことにも

つながっておりますので、この水の学校も、単にそれだけで終わることなく、水をテーマにした地域での

活動、あるいはまちづくりに、ぜひつなげられればなと思っております。 

 まずＡとして、税金の学校という御提案をいただきました。税は大変大切な取り組みでございますの

で、啓発事業もいろいろとやってございます。武蔵野市租税教育推進協議会──これは教育長が会長と

なっております──による租税教室が開催されているところでございます。武蔵野法人会、東京税理士

会武蔵野支部、武蔵野間税会、武蔵野青色申告会の御協力をいただきながら、昨年度で申し上げま

すと、小学校で 10校、私立小学校でも１校行っている状況でございます。 

 また、同協議会では、武蔵野法人会、税務署、武蔵野市納税貯蓄組合連合会などと協力し、小学生

の税に関する絵はがきコンクール、中学生の税についての作文、税に関する高校生の作文などの募

集を行っていただきまして、優秀作品を表彰することで、子どもたちに税を考える機会を提供いただい

ているところでございます。 

 一般向けの啓発事業としましては、例えば昨年 11月に税を考える週間の関連事業として、図書館と

の連携による、税に関する図書のミニトピックス展示、あるいは税を考えるパネル展を開催しているとこ

ろでございます。また、青空市のときには、１億円の札束模型の展示や、租税教育用のＤＶＤの放映な

どを行い、税の使われ方や納税の大切さを考えていただく場を提供いたしました。また、小学生の税に

関する絵はがきコンクールの作品展示を行い、小学生が税について学んでいることを、市民の方にも

知っていただく機会となったのではないかなと思っています。 

 今後につきましても、関係団体と連携を図りながら、税の理解を深めていく多様な取り組みを進めて

いきたいと考えております。したがいまして、御提案いただきました税金の学校につきましても、大変ユ

ニークな提案だと思っておりますので、今後の啓発事業の参考とさせていただきたいと思っておりま

す。 

 Ｂとしまして、同じように医療の学校、医療も大切であるという視点だと思いますが、医療とのかかわ

り方に関する啓発事業としましては、26年度に武蔵野市地域医療の在り方検討委員会の報告書に基

づき、初期救急医療体制と医療機関の機能分担、かかりつけを持つことの重要性、多職種連携による

在宅療養支援を周知するリーフレット「病気になったらどうするの？介護が必要になったらどうする

の？」を作成し、医療機関、介護関係事業者等の協力のもと、市民に配布、周知するとともに、市ホー

ムページにも掲載予定としておるところでございます。 

 健康に関する講座、講演会としましては、健康課では年に数回、市民向けに健康講座を行っていると

ころでございます。今年度は「子どもの眠り」、「乳がん」、「救急救命法」のテーマで実施する予定でご

ざいます。今後は、今年度実施するアンケートで、市民の関心の高いものをテーマに実施していくこと

を検討してございます。 



 講座ではございませんが、健康課で行う、乳幼児から高齢者までの各種健診や事業、相談の場面

で、かかりつけ医の重要性の説明、予防接種の説明など、医療に関する情報提供を行っているところ

でございます。 

 そのほか健康づくり支援センターでは、希望するグループに対しまして、健康づくり出前講座なども行

っております。例としましては、「まやかしの情報を見抜いて生活習慣病予防」とか、「どんな油がよいの

か、さまざまな油の特徴と油の選び方」、「生活習慣病と薬とサプリメント」など、いろいろなプログラム

を用意しているということでございます。 

 高齢者総合センターでは 60歳以上の方を対象に、健康維持に必要な情報を心と体の両面から提供

する、心とからだの健康講座を実施しております。 

 さらに、赤十字病院、医師会との共催で毎年１回、武蔵野市地域医療連携フォーラムを行っているほ

か、歯科医師会との共催で行う、よい歯のための集いでの講演会、薬剤師会で行っている、薬と健康

展や薬草の集いなど、さまざまな団体とも連携しながら、市民に対する講演会や啓発活動を行ってい

るところでございます。 

 今後も多様な団体との連携をしながら、多様な方法を通じて、多くの皆様方に広く医療の大切さを啓

発したいと考えております。提案いただきました医療の学校も、啓発事業の一つとして、今後の事業の

参考とさせていただきたいと考えております。 

 次にＣとして、消費税 10％の増税に対しての市長の見解と、必要であれば声明を出すべきではない

かということでございますが、他の議員の質問に答えているとおりでございます。市としましては、社会

保障財源として、一定程度の消費税交付金を当てにしているというところでございます。かわる財源が

ない限り、なかなか消費税の廃止は難しいのではないかと考えております。 

 しかし一方で、市民生活においては消費税というのは、大変大きな負担となるケースもございます。

また個人消費の鈍化による商業への影響も大きい点も、マイナスの面としてあるのではないかなと思

っておるところでございます。今後の消費税の引き上げについては、確実な低所得者対策を打ち出す

こと、また、経済の停滞にならないように慎重に判断をすべきと、このように考えているところでござい

ます。声明を出すことまでは考えてございません。 

 次に３番目で、理想的な庁内食堂のあり方についてということで、Ａとしまして、理想的なランチタイム

とはどういうものかということでございますが、御指摘のとおり、非公式的でかつ良好なコミュニケーショ

ンが生産性につながるものだと思います。そのとおりだと思います。 

 職員談話室は正午から午後２時までを開放してございまして、弁当など昼食を各自持参して、自由に

おしゃべりをしながらリラックスしていると聞いております。男子休養室、女子休養室も同様に開放して

おりまして、これらは食後の静養の場として利用されているということでございます。 

 現在、職員の昼休憩の選択肢はさまざまであり、所属を超えて同期の仲間と外食をする者、昼食後

に軽い運動や散歩をする者、執務場所で静養する者、多様ではないかなと思っています。また、昼食と

しては民間業者の 500円程度の弁当を利用している者が多いようでございます。 

 このように、仲間と過ごしたり、１人でゆっくり静養したりと、ランチタイムの過ごし方はさまざまであっ

てよいのではないかなと思っています。むしろそのような、職員一人一人の選択肢が確保されているこ



とが大事ではないかなと考える次第でございます。 

 次にＢとして、職員で食堂を利用していない人の理由は把握されているのか、Ｃとして、庁内食堂とし

て、価格についてやや高いのではないかというような御質問でございます。一括してお答え申し上げま

す。 

 現在の食堂「さくらごはん」は、平成 26年３月 31日にオープンをしております。武蔵野市や友好都

市の食材を積極的に使用して、優しくおいしいできたての食事を提供し、市民に愛される市民食堂を目

指しているところでございます。 

 職員の利用の統計はとってございませんが、職員の利用は来客者のおよそ２割程度と、運営業者か

ら聞いているところでございます。さくらごはんはオープン後、着実に売り上げを伸ばしておりまして、最

近ではテレビや雑誌などでも取り上げられるなど、特徴ある市役所の食堂として広まってきていると認

識をしてございます。 

 御指摘のように、近隣市の職員食堂より高い価格帯であることは承知しておりますが、三鷹市では職

員食堂として位置づけをしているなど、それぞれ状況が違っているので、一概に比較はできないと考え

ております。運営業者とは毎月打ち合わせを行い、価格のことなど、市にいただいた御意見を伝えてい

るところでございますが、弁当の提供など、メニューの設定や価格設定など、運営に関することは、基

本的には運営業者に任せることとしております。 

 今後もいただく御意見も参考に、市民、職員により利用される食堂となるよう、運営業者とも努力をし

てまいりたいと考えております。 

 最後に、象のはな子の名誉市民推挙についてということでございます。武蔵野市名誉市民条例に規

定する名誉市民の称号を贈る対象としては、人でございますので、動物を対象としていないということ

から、この制度に基づく名誉市民の称号を贈ることは、なかなか難しいのではないかなと思っておりま

す。 

 実は９年前に 60歳のときに、はな子に同様なことを贈ったらどうかということを検討した経過もござ

います。また、名誉市民賞なるものも贈ったらどうかということも検討いたしました。結果としていろいろ

な意見がございまして、また動物園とのいろいろな話し合いの中で、そのときには、感謝状を贈るという

ことで対応させていただいた経過でございます。60歳の誕生祝いをして、今までの武蔵野市民に対し

ての愛情あふれる行動というか、存在に対しまして、広く感謝の意を表した感謝状を贈らせていただい

たものでございます。 

 はな子が来年は 70歳で、市も 70で、かつ井の頭恩賜公園も 100歳ということで、トリプルのお祝

いができないかなと考えておりましたが、残念ながら亡くなってしまいました。しかし、生誕 70年という

ことは来年言えることでございますので、市制施行 70年と生誕 70年を兼ねたお祝い、はな子への感

謝を伝えるような、そんなことを考えていきたいと思っておりますので、そのような記念事業等を今後検

討していきたいと考えております。 

 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。 

 まず、大きな１番、Ａに関してですが、億単位の予算をかけ、保育所をふやし続けるのは現実的では

ないと思いますので、可及的速やかに、子育て支援の共助づくりの調査研究をお願いいたします。 

 次に、Ｂに関してですけれども、地域ＳＮＳに関してですが、本市における 18歳以上の携帯電話及

びスマートフォンの保有率は９割を超えております。例えば市民の方が携帯でパシャと写真を撮って、

今の時期ですと、ここの雑草を処理してほしい、ここの枝がはみ出ているから剪定してほしい、そういっ

た要望もあると思うのですけれども、例えばそういった地域課題を掲示板に投稿してもらったら、市から

は、「わかりました。御連絡ありがとうございます」、「解決しました。費用は幾らかかりました」といった

やりとりを行えば、市民の方は、あっ、行政サービスはただではないのだな、次回から自分でやろうか

なとか、またはほかの方が、もったいないから私がやるよ、そういったことにもつながってくると思いま

す。 

 現に千葉市には、「ちばレポ」というサイトがあるのですけれども、ぜひとも参考にしていただければな

と思います。 

 もうこれ以上、大きな行政にならないよう、課題の共有、費用の見える化、そして解決者の創出の仕

組みづくりにぜひとも取り組んでください。 

 また災害時、幾ら初動要員や災害対策本部があったとしても、もし彼らの家族に何かあった場合、正

直どこまで動けるのか、わからないと思います。市長も我々もそうです。そのため、万が一行政が機能

しなくなった場合も考え、市民共助のＢＣＰ対策として、連絡網となり得る地域ＳＮＳの整備を検討して

いただけたらなと思います。 

 続いて、Ｄに関してですが、市長への手紙等でいろいろと市民の声を吸い上げているとおっしゃって

いたと思うのですけれども、ぜひ市民同士の評価というのももっともっとし合えるような仕組みというの

ですか、公明党のアプリを参考に挙げましたが、やはり提案に対してコメントをしたり、「いいね」ボタン

を押したりと、すごく盛り上がりが出ています。 

 市長への手紙というのは、多分ほかの人が「いいね」とか、コメントを書いたりというのはなかなかで

きないと思いますので、五長でも、市民自治を原則とした市政運営を行っていくため、市民参加の手法

も体系的に整備していく必要があるとありますが、ＩＣＴの活用でさらなる市民自治を実現していってほ

しいなと。 

 そして例えば、こういった定例会での議案審議に関しても、多くの市民の人の意見をはかれるような

仕組みづくりがあれば、さらなる民主的な、そして多くの知恵が集まる政治が実現できるのではと考え

ますが、市長の見解をお伺いします。 

 以上、ここまでお願いいたします。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  最初の御質問がちょっとわかりづらかったのですが、保育園待機児解消を

http://asp.db-search.com/musashino-c/dsweb.cgi/document!1!guest02!!25113!0!1!14,-1,14!4417!214431!14,-1,14!4417!214431!18,17,16!9!22!221088!53!4?Template=DocPage&DocumentSelect=All#hit6


図るために保育園の整備をする、これは必須のことだと思っておりますので、その必要な費用はかけ

ていくべきだと思っております。さまざまな情報を提供する上では、ＳＮＳを使ってということだと思いま

すけれども、必要な施設は設けていくという基本的な姿勢を御理解いただきたいと思っています。 

 また、スマホ等の保有率は極めて高いですよね。現在では私ぐらいでも、スマートフォンなくしてはな

かなか生活できていけないという状況にもございます。まさに多くの皆様方が、街角レポーターになっ

ているということから、例えばいろいろな市への要望も、写メつきでいろいろいただくケースもあります。

そうすると、どこの場所で、例えば道路の穴があいているよとか、そういうこともいただく機会があります

ので、それは場所的にはすぐ把握しやすいです。そういう意味ではすごく便利になったなとは思ってお

ります。 

 そういう意味では、そういう情報源をなかなか市が一元化管理は難しいと思っておりますので、まさに

地域ＳＮＳの担い手のネットワークを構築いただくような、そんな仕組みづくりが必要ではないかなと思

っております。 

 災害時も、５年前のときも、実はツイッターが大活躍をしておりました。水が汚染されるとか、あるいは

計画停電の話、いろいろな話も含めて、５年前でツイッターでございますので、今後はさらにいろいろな

やり方が出てまいります。ツールが出てきましたので。そういうことも整理をしながら、多様な方法を使

って、いろいろな受発信ができたらなと思っております。 

 それから、議案審議でのＩＣＴというのは、ちょっとよくわかりませんが、審議いただくのは議員の皆様

方でございますので、ぜひ議会の中でどのような方法が可能なのかについては、御議論いただければ

と思っております。多様な声を聞くというのは、議員さんも、もちろん私どもも大切なことだと考えており

ます。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。自治体によっては、その地域ＳＮＳの管理自体を、

市民の委員会を立ち上げ、任せているところもあります。ぜひ本当に、地域の課題を行政が解決すると

いうのは可能な限りなくすように、市民ができることは市民でやるというふうに考えていただければなと

思います。 

 議案審議に関してもと僕は申し上げましたが、やはり投票率を見ましても、半分以上の人が行かれて

いない状況です。ですがそのＩＣＴを活用すれば、声の聞けていない人の声も十分可能になってくると思

いますので、ぜひその可能性というのも考え、模索していっていただければなと思います。 

 続いて、次の大きな２番について質問ですけれども、私は税金の学校の設立はどうですかと申し上げ

ました。市長がいろいろと、もうそういった教育をなさっているとおっしゃっていたと思うのですけれども、

多分市長がおっしゃっているのは、納税者教育なのかなと思います。私は、納税しなさい、税金を納め

ることが大切だみたいな、ああいう作文を書かせるのではなくて、幾ら税金を払っているのか、そしてど

んなことに使われて、どんなサービスが返ってくるのかというのを、もっともっと把握する必要があるの

かなと思います。 
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 市長に対して基本的な質問をするのは失礼かもしれませんが、国税というのは今何種類あるのか、

また地方税というのは何種類あるのか、市長自身は把握されているのか、お答えいただければなと思

います。 

 

 

 

◯議 長（深沢達也君）  それはできない。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  財務省のホームページによりますと、今現在、国民負担率が 50.6％と

いう数字が出ております。国民所得の半分以上が、今、国や行政が管理しているということです。さら

なる消費税増税が決まれば、国民負担率がこれ以上上がることになるのですけれども、市長はどれく

らいの国民負担率が適正だと考えられているのか、その見解も教えていただければなと思います。 

 以上、ここまでです。 

            （「議長、整理してください」と呼ぶ者あり） 

 

 

 

◯議 長（深沢達也君）  質問通告に基づいての関連に対してだけ、市長は答えていただければ結構

です。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  税金の学校に関しての質問です。国税が何種類あるのか、地方税が何

種類あるのか、把握しているのかというのを聞きたいのです。把握されている人は少ないです。だから

税金の学校が必要ですと僕は申し上げているのです。把握していたら御答弁お願いします。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  正確に今、手元にございませんが、あそこの資料に一覧表であるというのは

わかりますので、それを見れば確実な答えはできると思っています。ただ、市は全ての国税と関係して

いるということではないので、市税の立場から我々は議論している話だと考えております。 

 さまざまな税の使い方は確かに皆様方に知っていただかなければいけないと思いますので、その意

味では、どちらかというと今の税に関する取り組みというのは、税をもちろんいただくという話と同時に、

実は使い方も大切だよということを、子どもたちの作文を通じて学んでもらっているわけです。特に中学
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生の税に関する作文を見ますと、ほとんどは、学校でのこういうことも全て税によっているとか、そうい

うことまで結びついて、いろいろ研究をして作文を書かれているので、それなりに評価ある取り組みで

はないかなと思っております。 

 一方的な偏ったものではない、税を徴収されて、それがどう使われているかということを広く学ぶ取り

組みを、それぞれの団体にしていただいていると思っておりますので、それはまさに税の学校の一部

かもしれませんけれども、こういう取り組みもぜひ継続していけたらなと思っています。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  その税金を自分が幾ら払っているのかというのを本当に把握し、何に使

われているのか把握しなければ、財政状況が悪くなるばかりではなく、今の状況では市民の要望は要

望で、どんどん私は社会主義的な社会になってしまっているような気がしてなりません。先ほど医療費

に関しても、医療の学校をやられていると言っていました。 

 こちらのできたてのパンフレットがございますが、ここに救急搬送のことが書かれております。救急搬

送のうち、半分以上が軽症だというのを書いております。救急車に軽症な人が半分以上乗っていると。

つまり、行政サービスの領域をふやせばふやすほど、モラルハザードがふえる。非効率的なことが生じ

る。そういったことをぜひ、もっともっと私たちは認識する必要があるのかなと思います。 

 ぜひともこういうのも本当に、幾らコストがかかっているのかも明示し、もっともっとその行政サービス

を利用するのに慎重になるような、そういったことを心がけて行政運営を行っていっていただければな

と思います。 

 以上です。 
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