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2015.12.02 ： 平成 27 年第４回定例会（第１号） 本文 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  本日アンカーをさせていただきます、６番、竹内まさおりです。前置きなく、

通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 市民及び職員への幸福度調査の導入並びに市民が真ん中になる税金の使われ方等について、まず１つ目、市

政アンケート調査の回答回収率（平成 19 年度 14.3％、平成 22 年度 11％、平成 26 年度 7.2％）も、武蔵野市

民意識調査の回収率（平成 19 年度 48.1％、平成 22 年度 47.8％、平成 26 年度 40.1％）も、年々低下している

状況であります。近年インターネットでの回答受け付けも取り組まれておりますが、効果は余り出ていない状

況です。そこで、回収率を上げる具体的対策はとっているのでしょうか。回収率の高い自治体の取り組みは参

考にしているのでしょうか。また、回答率が低いのは市政に満足しているからだといったような恐ろしい捉え

方はしていないのか、市長に見解を伺います。 

 次に、２番目、土屋議員もおっしゃっておりましたが、荒川区では、区政は区民を幸せにするシステムであ

ると定義し、区民の幸福度を指標化し、それに基づきよりよい区政につなげていこうと、荒川区民総幸福度（Ｇ

ＡＨ）を提唱しております。そして平成 25 年には、荒川区長、つくば市長、そして京丹後市長らとともに、

幸福な地域社会づくりを目的とした住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合、通称幸せリーグを設立し、

平成 26 年２月現在で 55 もの自治体が加盟し、住民幸福度の向上に向け、職員同士の交流や政策研究を行って

おります。そこで、ぜひ武蔵野市もその幸せリーグに加盟し、情報交換等を行ってはどうかと考えますが、市

長の見解を伺います。 

 ３番、現在、武蔵野市で行われている市政アンケートでは、必ずしも市民の幸福度向上につながる政策を実

施できるとは限りません。例えば待機児童対策や学童保育の延長といったニーズがあったとして、単純にそれ

に応えていくだけで、果たして子どもも大人も幸せになれるのでしょうか。年代別、家族状況別、労働状況別、

居住状態別等に、どういったときに人は幸せを感じるのか、また不幸を感じるのかを把握し、幸福度をふやせ

る施策を行えるよう、本市においても市民の幸福度調査を実施すべきだと考えますが、市長の見解を伺います。

なお、結婚の有無や子ども、孫の人数が幸福度のプラスに優位に働くということが統計的事実になってきてい

るということです。 

 続いて４番、総務省が発表しました第 35 回都職員給与の状況によりますと、都の職員平均給与はおよそ 743

万 5,000 円とのことでした。武蔵野市の職員給与水準は、同じく都の人事委員会勧告に基づいているとのこと

ですが、１人当たり平均 786 万 5,000 円（平成 27 年度予算）と、１人当たりおよそ 43 万円も高い状況です。

これはどうしてなのか、市長に説明を求めます。 

 ５、もし武蔵野市の職員給与水準を都の職員給与と同水準にできれば、１人当たり 43 万円の 837 名分で、

およそ 3.6 億円もの予算ができます。もしこれを、例えば前々回の定例会にて下水道料金が値上げされました

が、老朽化する下水道管工事費に充てたりするのが本当の意味での市民が真ん中である市政だと考えますが、

市長の見解を伺います。（「数字を間違えているんじゃないか」と呼ぶ者あり）与座議員、私が話しております。

静かにしてください。６番目、行きます。職員の超過勤務時間を見ると、平成 24 年度が 170.7 時間、平成 25

年度が 193.1 時間、平成 26 年度が 218 時間と増加しています。常態的に残業されるのは職員に対しかなりの

負担がかかっていると考えられますが、現在の超過勤務がなくなれば年間の予算は金額にして幾ら減るのでし

ょうか、見解を伺います。 
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 ７番、課によっては１人当たり年間 400 時間以上の超過勤務時間があり、また合計１万時間前後もの超過勤

務がある課も存在しますが、果たして人員配置は適正なのでしょうか。共済費も含め、およそ超過勤務時間

2,000 時間につき１人の正規職員または二、三人の嘱託職員の配置を行えるのではと考えますが、市長の見解

を伺います。 

 続いて８番目、市民への幸福度調査だけではなく、庁内で働く職員に対する幸福度調査及び幸福度の向上も

重要だと考えます。例えば欧州労働条件調査（ＥＳＷＣ）という、非常に参考になりそうな文献を見つけまし

たので、御紹介させていただきます。仕事の要求度に関して、労働負荷（週当たりの通常労働時間が 50 時間

を超えている、仕事を終える十分な時間がない、労働時間が家族との時間や社会的貢献を行う時間を圧迫する、

仕事が忙しい、締め切りが厳しい）、感情的欲求（腹を立てているクライアントに対処しなければならない、

自分の価値観になじまない業務がある、自分の感情を押し殺して働かなければならない）、身体的健康のリス

ク要因（騒音にさらされている、高温・低温にさらされている、疲れて苦痛の多い姿勢をとらなければならな

い、重いものを運んだり移動したりする必要がある）、職場で受ける威圧（暴言を受ける、脅迫や侮辱を受け

る、いじめやハラスメントを受ける）、続いて仕事の資源に関して、仕事の裁量性（仕事の順序、方法の選択

や変更が可能である、仕事の速度や仕事率の選択や変更が可能である、仕事に自分のアイデアを取り入れるこ

とが可能である）、学習機会（雇用主が訓練や実地訓練の機会を提供する、新しいことの学習が仕事に含まれ

ている、予見できない問題の解決が仕事に含まれている）、業務の明確性（業務目標が適切に規定されている、

上司からのフィードバックがある、管理職が仕事の計画と組織にたけている）、上司による管理（上司による

援助と支援がある、上司から１人の人間として敬意を持って扱われている、上司がもめ事の解決にたけている、

重要な決定への参加を上司から促される）、同僚の支援（同僚による援助と支援がある、アットホームな職場

である、職場に親しい友人がいる）といった、以上のような項目の調査が行われております。 

 そこで、ここ武蔵野市においても、金銭的報酬だけではなく、職員の幸福度調査及び向上に向けた取り組み

があれば、労働環境の改善や庁内の活性化にもつながると考えますが、市長の見解を伺います。 

 続いて９番目、現在、市民文化会館は利用者の８割以上が 50 歳以上と、年々高齢化が進んでおり、なおか

つ講演チケットが安く買える友の会の会員の市民割合は 36％しかない状況です。文化事業団には、市から指

定管理料として年間７億円以上が支払われていることを考えますと、市外の年配者、高齢者をメーンに、安く

文化芸術のサービスを提供することは行政効果的に問題だと考えますが、市長の見解を伺います。 

 続いて 10 番目、市内には０１２３やコミセン、テンミリオンハウス等を初め、すばらしい施設がたくさん

あります。11 月には「コミセンってなんだ？」という新しいパンフレットがつくられましたが、紙ベースの施

設案内だけではなく、動画を使った施設案内を行えば、利用イメージもつかみやすく、また 365 日 24 時間、

ウェブ上で広報できます。ぜひ武蔵野市においても、現在 430 万回以上も再生されております、神奈川県知事

がつくったＰＲ動画に負けないくらいの各施設案内の紹介動画の作成に取り組んでいただきたいと思います

が、市長の見解を伺います。 

 続いて 11 番目、武蔵野ふるさと歴史館の来館者数の月次推移を伺います。 

 続いて 12 番目、奥州市Ｗｅｂ博物館や、ひろしまＷＥＢ博物館のように、現在オンライン上にその土地の

歴史、文化を紹介する資料館及び博物館を設置する自治体が出てきております。ウェブ上では物理的な施設の

大きさに関係なく多くの展示を行うこともでき、また時間や場所を問わず多くの人が閲覧することが可能と、

市民の利便性は高まります。そして、必要に応じて学芸員が出土品等を持って出前授業を行ってくれる、そう

いった取り組みを行っているところもあります。武蔵野ふるさと歴史館が開館しておよそ１年が経過いたしま
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すが、当初の期待どおりの結果が得られているのかどうか、市長の見解を伺います。また現在、本宿小学校な

どでは空き教室を資料室とし、武蔵野ふるさと歴史館にあるような古い農耕機具などの展示もしております。

そういったことや市民の利便性、及び財政状況を考えますと、武蔵野ふるさと歴史館のウェブ博物館化を検討

してもよいのではと考えますが、市長の見解を伺います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

◯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。幸福度調査の

導入並びに市民が真ん中になる税金の使われ方等についてであります。 

 １点目のアンケート調査の回収率についてのお尋ねでございます。市民アンケート調査は、御案内のとおり、

市政に関する市民のニーズの経年変化を探ろうということで昭和 39 年から行っているという調査でございま

して、今回で 51 回目の実施となっております。多摩 26 市で、このような全世帯対象に行う、毎年行っている

調査というのはほかにないというふうに認識してございます。非常に特徴的であり、有意義なアンケートだと

いうふうに考えておりますが、御指摘のとおり回収率については、なかなかふえていかない、逆に減っている

というふうに私も感じておりまして、必ずしも満足しているからということではなくて、やはり市政に対して

の関心がややもすれば薄れてきているのではないかなというふうに思っておりますので、これはもう少しさま

ざまな工夫をして、回収率を上げていきたいというふうに思っております。あわせてアンケートの回収という

ことだけではなくて、全世帯に配布するという意義も実はございます。配布することによりまして、市で今行

っているさまざまな事業が若干なりとも伝わるということもございますので、この取り組みの片方での意義も

あるのではないかなというふうに思っておりますが、先ほど申し上げましたとおり、アンケート回収率のアッ

プにつきましては検討していきたいというふうに思っています。 

 また、市民意識調査は、これは長期計画、今回は調整計画でございますが、その策定に合わせまして無作為

抽出の形式で実施しておるところでございます。26 年度は、調整計画の資料とするために、18 歳以上 3,500

人に郵送で行い、回収率は 40％という結果となっております。これにつきましてもなるべく回収率を上げよ

うということで、今回もフェイスブックでの周知等々を行ってきたところでございますし、配付用紙につきま

しても、色使いだとかデザインだとか、工夫をしてきたところでございます。なかなかその回収率アップにつ

ながっていかないということもございますので、他市でのいろいろな調査によって、どのような形で回収率ア

ップになっているのかを少々検討していきたいなと思っています。ただ、単純に回収率だけから申しますと、

無作為抽出で、郵送で回答してもらうものはなかなか伸びていかないという全般的な傾向がございます。市に

よっては訪問をしてアンケートの回収をする、実際にその場に行ってヒアリングをして記入する等の取り組み

をしているところもございますが、当然そうなりますと回収率も 70％、80％と高くなってくるところでござ

いますが、大変手間暇、つまりコストがかかるということもございますので、総合的に検討していく必要があ

るのではないかなというふうに思っております。 

 次、２点目、幸せリーグへの加盟ということでございますが、御案内のとおり、荒川区長の声かけで 25 年

６月にスタートし、全国 52 自治体、先ほどの壇上の説明ですと 55 自治体というようなことでございますが、

住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合の通称であると認識をしているところでございます。ただし、東

京都内で加盟している自治体は荒川区と奥多摩町というふうに伺っているところでございます。 

 この幸せリーグでは、住民幸福度向上に向け、基礎自治体間の相互の連携、協力、自治体職員の学びの場を

設けることとしているところでございます。私どもの自治体は、御案内とは思いますけれども、さまざまな自
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治体と極めて多くの交流を進めております。友好都市や民間との人事交流、現在では酒田市、南砺市、多摩信

用金庫とは相互に人事交流もしておりますし、自治大学校や早稲田のマネジメント部会などに職員も研修で派

遣しているところでございますし、各部によります先進市の視察なども通じまして、他市の職員との交流や情

報交換、共同での政策研究も極めて多く取り組んできているというふうに考えております。また、近隣４市、

武蔵野市、三鷹市、小金井市、西東京市によります行政連絡協議会も設立し、定期的に、市長の意見交換会あ

るいは企画担当部署の情報交換会、職員の合同勉強会も行っているということから、近隣の市との交流、東京

都の市との交流、全国の自治体の交流は極めて進めてきたというふうに思っていますので、その交流等の目的

のためにこのリーグに入るということはちょっと想定はできないのではないかなと、特に現時点では加盟につ

いては考えてございません。提案として受けとめさせていただきます。 

 次に３点目でございますが、本市においても市民の幸福度調査を実施すべきだというふうな御提案でござい

ますが、幸福度に関する調査としては荒川区が区民総幸福度に関するアンケート調査を実施されてまして、健

康福祉分野、子育て、教育分野など分野別に、区民生活全般に対する設問を設け、さらにそこに幸福という視

点からの設問を加えている点に特徴があるというふうに理解しております。本市のアンケート調査を初めとし

て各自治体が実施するアンケート調査は、それぞれ特徴があり、いずれも住民の声を聞いて、よりよい自治体

運営を目指していくという点で、手法は若干異なりますが、目的はほぼ同様のものだと考えています。現時点

で、果たしてその幸福度、幸福感という概念が特定できるのかなと、大変抽象的な概念でもあるのではないか

なというふうに思っています。その指標に何を用いるかという点でもまだ確立されていないのではないかとい

うふうに考えておりますが、今後各自治体の幸福度に対する取り組みについては注目をしていきたいというよ

うに思っています。 

 本市としましても、現在の市政アンケート調査、市民意識調査等を引き続き実施するとともに、市民意識調

査でも、静かで緑に囲まれ、恵まれた住宅都市を望む声が多いことから、住環境のよさや生活の質の向上を目

指し、本市の特性を最大に生かしたまちづくりを進めて、また他都市とも連携をし、魅力ある自治体運営を行

っていきたいというふうに考えております。 

 次に４番目で、給与に関する御質問をいただいております。その中で、議員御指摘の本市職員１人当たりの

平均給与 786 万 5,000 円と指摘をいただきましたが、これは確かにそうではございますが、退職手当を含めた

ものでございます。一方、御指摘いただきました東京都職員１人当たりの平均給与 743 万 5,000 円は退職手当

は除かれているというものでございますので、これはちょっと比較ができない数字だと思います。東京都職員

の給料表というか、東京都のお知らせのチラシの中にもその旨の記述がございますので、確認をいただきたい

というふうに思っております。結論として、本市は東京都より高い状況ではない、武蔵野市の退職手当を引き

ますと東京都の職員給与よりも低くなりますので、この指摘は当たらないというふうに思っておりますが、こ

の質問だけであればそういう回答でよかったのですが、実は竹内議員のブログで、以前からこのような指摘を

されているというふうにお聞きしました。私自身は、申しわけございませんが、竹内議員のブログを拝見して

おりませんので、気づきませんでしたが、10 月 28 日の時点でこの給与の差額を指摘されて、武蔵野市の職員

給与は都の職員よりも平均で 43 万円も高額なのです。これを武蔵野市職員数 837 人に掛けますと、何と合計

で３億 5,991 万円もの金額、皆さん、考えてください。年間およそ 3.6 億円もの予算があれば、一体何ができ

るでしょうか。こんなおかしな武蔵野市政は変えていかなければなりませんと掲載されているようでございま

す。できますれば、この数字を確認されて、質問されるのであれば、質問を受けて答弁をした内容を掲載いた

だければよかったのではないかなというふうに思っています。この間違いで掲載されたブログをどのように対



5 

 

応されるのか、注目をさせていただきたいと思っております。 

 次に、６番目の御質問に移ります。超過勤務手当に関するお尋ねでございます。実は現在、６時 20 分ほど

になりましたが、職員の勤務時間は既に過ぎておるところでございます。現在このように私が答弁する時間も

残業時間にはね返ってくるということでございます。必要な対応は職員として、市として行っていきたい、つ

まり必要な残業時間代もやはりきちんと払っていきたい、使っていきたいという基本的な考え方を持ってござ

います。超過勤務手当の決算額につきましては、平成 24 年度は４億 5,482 万 6,954 円、平成 25 年度は４億

6,240 万 1,748 円、平成 26 年度は４億 8,126 万 9,550 円と、近年で申しますと毎年ふえている状況でございま

すが、それぞれの年度での業務の忙しさ等にも連動してくるのかなというふうに思っております。 

 御指摘のとおり、私も多ければいいということではございません。ただ、必要な業務はしっかりするという

ことが大前提だと思います。この間も市としましては、超勤時間については課題として認識しておりますので、

各部でなるべく削減するようなということで工夫を申し伝えているところでございますが、現在でも、どのよ

うな形で削減が可能なのかということも考えていこうということで、人事課において、管理職層や一般職員へ

の超勤縮減に向けてのヒアリング等を実施しておりますので、今後そのヒアリング等を実施しながら、過度の

長時間労働是正に向けての方策を考えていきたいというふうに思っております。また、人員配置は適正なのか

ということでございますが、必要に応じて人員配置をしているところでございます。一概に残業時間分を全て

ほかの嘱託、バイトに回すということもなかなかできかねますので、そのような点も含めて今後よく検討を進

めていきたいというふうに思っております。 

 次に８番目で、市民への幸福度調査だけではなく、庁内で働く職員に対する幸福度調査等を実施したらとい

うような御質問でございます。欧州労働条件調査も御案内いただきました。市としましては、職員の仕事と生

活の調和と環境整備の充実を図ることを目的として特定事業主行動計画を立てており、一人一人の職員が思い

描くワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、推進しているところでございます。この計画を立てるに当た

って、平成 26 年２月に職員向けに行ったワーク・ライフ・バランスに関する意識や実態についてのアンケー

ト調査結果も反映させているところでございます。今後もこの計画に沿って、効果的に、長時間労働の是正な

どワーク・ライフ・バランス推進を図っていきたいと考えております。 

 昨年度から実施しているコーチングにおいても、仕事に向き合う姿勢や上司のかかわり方などについて、職

員の意識をリサーチしているところでございます。過剰労働に対する産業医面談についても手厚く行っている

ほか、産業医以外に臨床心理士や産業カウンセラーなどの相談窓口を設けるなど、相談しやすい体制をとって

おるところでございます。さまざまな取り組みをしておりますが、総合的に職員の満足度向上の取り組みを今

後とも行っ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。 

 次に、市民文化会館について、市外の年配者、高齢者をメーンに使われ過ぎているのではないかということ

で、どうかという、見解をということでございますが、１つ、壇上で、利用されている方が 50 歳以上の高齢

者が 80％というお尋ねがございました。ちょっと明確な数字のデータがないのでありますが、今担当を通じ

て聞いたところ、モニタリング調査の回答者の比率が 50 歳以上が 80％ということでございますので、これも

必ずしも利用者の 80％以上が 50 歳以上ということではないのではないかなというふうに思っております。こ

のモニタリング調査も主催公演を中心に行われているということでございますので、その主催公演の観客から

すると確かに高齢の方が多いのかもしれませんが、利用実態とすれば、さまざまな学校の活動にも使っていた

だいておりますので、年間を通じては多様な世代に利用されている施設だというふうに考えております。 

 ただ、御指摘の事業団主催の事業は、アルテ友の会などで優先販売などもしておりますが、その数字を見ま
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すと、他市の方の利用も多いし、また高齢の方も多いというようなことが把握できますが、それが必ずしも文

化会館全体の傾向にはなっていないというふうに思っています。また、高額の税金を使ってこのような事業を

行っているというような趣旨の指摘だったかというふうに受けとめておりますが、必ずしもそうではなくて、

このような主催事業というのは基本的にはチケットの入場料収入で賄う文化事業団の独自事業となっている

ということでございますので、それからしても独自性のある、文化性の高い事業だというふうに思っておりま

す。また、文化事業団はあらゆる世代の市民を対象とした自主事業に取り組んできたところでございますので、

その主催公演は質・量ともに大変レベルの高いものだというふうに思っています。文化事業団が、先月ですか

ね、主催された武蔵野シティバレエも、これは若い人を中心にオーディションで出演者を決めて行った、すば

らしい会だと思っておりますが、私も見させていただきましたけれども、そこに来られている方を見ましても

若い世代が中心であったのではないかなと、若い世代といっても現役の学生からファミリー世代の親御さんも

含めて、もちろん高齢者の方もいらっしゃいますが、そういうあらゆる世代が大変楽しめた事業であったとい

うふうに私としては評価をしているところでございます。 

 御指摘の中で、もっと市民を対象に絞るべきではないかという趣旨の御意見もあったかと思いますが、確か

に武蔵野市民文化会館でございますので、利用の対象は市民だというふうに思っています。ただ、文化という、

その創造という視点を考えれば、武蔵野市民 14 万人の枠にとどまらずに、多様な方に参加いただくことによ

って、より一層文化の質が高められるのではないかなというふうに思っています。例えば吉祥寺のいろいろな

文化と言われているものも、武蔵野市民だけでは恐らく成立できなかったのではないかな、多様な来街者によ

ってこの文化の質が高められて、吉祥寺の文化、さまざまな文化と言われるようになったのではないかなとい

うふうに思いますので、市民文化会館、市民という名はございますが、文化の創造という視点からは市民に限

って行うべきものではないというふうに考えているところでございます。 

 次に 10 番目でございますが、さまざまな動画を使って市のＰＲという趣旨だというふうに思っています。

神奈川県知事が行ったＰＲ動画で多くのアクセスがございますが、それによって例えばどの程度施設利用が進

んだのかということについては、なかなかデータがございませんので、評価できませんが、ただ、多くの方に

見ていただいたというのは大変ＰＲ効果があったのではないかなというふうに思っております。市においても、

ホームページに限らずフェイスブック等々を使いまして、多様な情報提供をしているところでございますが、

今後はその動画の活用ということも今取り組みを始めたところでございますので、動画というのは非常にその

場の雰囲気を伝えやすいということも思っておりますので、今後はその動画を含めた情報提供のあり方につい

て検討を進めていきたいというふうに思っています。 

 次に、ふるさと歴史館の来館者の月次推移につきましては、後ほど教育長から答弁があります。 

 ２番目で、ウェブ博物館等の検討、それからふるさと歴史館開館１年についての市長としての見解でござい

ます。武蔵野ふるさと歴史館は、開館に先立って定めました管理運営方針に基づいて活動の評価を行っている

というふうに認識をしてございます。同方針では１日当たりの来館者数を 30 名程度と想定しておりましたが、

11 月 26 日現在まで、１日当たり約 70 人の御来館をいただいておると、一定の評価をしているところでござ

います。また学校連携については、公立小学校 12 校中９校が授業で活用していただいておりますが、今後も

多くの学校に活用いただく努力が必要だというふうに思っています。ただし、歴史公文書の公開に関しては、

目標の月５件を下回って、月１件程度でございますので、まだまだ少ないのではないかなというふうに感じて

おります。 

 全体としましては、企画展や講座の実施、市民スペースを利用したミニ展示など、市民の利用をふやす取り
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組みを私としても大変評価をしております。２年目に向けてもさらにさまざまな展示等を工夫し、歴史館とし

てさらなる活動が充実することを期待しているところでございます。 

 ２点目で、ウェブ博物館化ということでございますが、ウェブ博物館の取り組みを支えている、前提となる

のが資料の整理ということだというふうに思っております。武蔵野ふるさと歴史館では古文書、民俗資料、考

古資料を初めとして、中島飛行機関連資料、歴史公文書など、武蔵野市に関連するさまざまな資料を大切に保

存、管理し、調査・研究を進める必要があろうかというふうに思っております。情報発信のあり方、ベースと

なる活動、ともに歴史館における重要な活動であることを踏まえ、さまざまな点で武蔵野市にふさわしい歴史

館となるよう、市民の利便性、コスト面なども含めて、さらによくよく研究をしていくべきだというふうに考

えているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

 

◯教育長（宮崎活志君）  それでは私のほうから、武蔵野ふるさと歴史館の来館者数の月次推移をとのお尋

ねでございますが、貴重な一般質問の場でございますので、数字を羅列するのではなく、その概要、特徴、そ

して認識などをお答えしたいと思います。 

 ふるさと歴史館は昨年 12 月 14 日に開館したので、この 11 月でほぼ１年ぐらいになります。武蔵野ふるさ

と歴史館における 11 月 26 日現在の来館者総数は１万 6,712 人となっておりまして、これは今、市長もお答え

いたしましたが、１日当たり平均約 70 人のお客様に御来館いただいております。月ごとで来館者の推移を見

ますと、開館した平成 26 年 12 月を除く平成 27 年１月からの 11 カ月で、１日当たりの来館者が最も多かっ

たのが 10 月でございまして、ここが１日当たり 99.95 人でございます。もうちょっとで 100 人だったなと思

うのですが、最も少なかったのは４月でございまして、これが 38.81 人となっております。企画展の展示がえ

月であった５月、８月、11 月は、それぞれ５月が１日当たり 77.22 人、８月が 69.26 人、11 月は 73.63 人、

８月を除き、平均を上回る来館者数を記録しております。展示がえ月はやはり多いということでございます。

全体としては、当初想定の１日当たりの平均来場者数 30 名を超えたお客様に御来館いただいており、一定の

成果を上げているものと認識しております。 

 まだ歴史館の運営は満１年を経過しているわけではございませんが、企画展やさまざまな事業の実施などに

取り組み、魅力のある施設として多くの方に、多くの市民に御来館いただけるよう、引き続き努力してまいり

たいと考えております。 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  御答弁ありがとうございます。 

 まず初めに、都の給料状況に関し、数字、確認させていただきます。もし私が間違っておりましたら訂正さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 再質問なのですけれども、まず荒川区の幸福度調査、平成 26 年度の回収率が 47.8％でした。配布方法も回

収方法も、武蔵野市民意識調査と全く同じでした。回収率、武蔵野市のおよそ 1.2 倍ありました。もし市民に

有意義だと感じてもらえるような調査内容であれば、もっと回答率が上がるのではと思いますので、そのよう

な研究をもっとしていっていただきたいなと思います。これは要望です。 

 続いて、職員の残業代、残業についてですけれども、人員に対して仕事量が多いのであれば、もっともっと

人員をふやしていったほうがいいのではと思うのですけれども、逆に職員の勤務時間というのが８時半から 17

時 15 分、終わりの時間は切りが悪いのかなと感じます。もしかしたら切りのいい６時までいようみたいな職
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員が存在する可能性、管理職の方のそういった部下のタイムマネジメントがやり切れていない可能性というの

はあるのでしょうか、市長の御見解をお願いいたします。 

 次に、チケット代、市民文化会館の事業の公演チケットなのですけれども、公演料は原則チケット代で賄っ

ているとおっしゃられていたと思うのですけれども、このチケット代というのは一般企業でいう売り上げ、原

価代のことをおっしゃっているのでしょうか。原価以外にも管理費やそういったものも含まれますので、もっ

とそういったものを多少でもペイできるようなチケットの値段設定、そういったものを考えていくべきだと思

いますが、市長の御見解をお願いいたします。 

 続いて、ふるさと歴史館の来場者数に関してなのですけれども、こちらは学校での団体利用者数というのは

含まれているのでしょうか。そちらのほう、御答弁をお願いいたします。 

 

◯市 長（邑上守正君）  残業代に関しては、後ほど副市長から答弁があります。 

 文化事業団主催事業のチケットにつきましては、ぎりぎりのところ、安くしているのです、それが売り物で

すよね。チラシなんかでも、都内では１万円、武蔵野市では 5,000 円とか、若干えげつない感じもしますけれ

ども、そういう形でやられている。極めてぎりぎりの線で、低価格でいい公演を聞いていただこうという趣旨

だというふうに思っていますので、人件費等は多分、御指摘のとおり含まれていないというふうに思っており

ますが、なるべくペイするような形での料金設定についても、引き続き文化事業団に検討していただきたいと

いうふうに思っています。 

 私は以上でございます。 

 

◯副市長（五十嵐 修君）  超過勤務の関係で、５時 15 分までという普通の職員の勤務時間ですが、それ

が中途半端なので６時ぐらいまでいるのが多いのではないかと、こういうお尋ねかと思うのですけれども、そ

うだとすると、職員の超過勤務の時間を追いかけていくと 45 分とか、あるいは 50 分とか、そういうのが圧倒

的多数になるのだと思いますけれども、事実上そういうのは全くございません。全くございませんというか、

それが多いなどということは全くありませんので、５時 15 分で半端だから超勤が多いのだとか、そういう話

は私は初めて、ちょっと今、えっと思ったのですけれども、そういう事実はないというふうに考えております。 

 

◯教育長（宮崎活志君）  先ほどのふるさと歴史館の来館者数でございますけれども、学校の利用も含まれ

ております。ただし、学校の利用というのは大体１月から３月でございまして、しかも小学校３年の地域学習

の単元で利用されておることが多いので、大体その程度の、そんなに多い人数ではございません。 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  その不要な超過勤務がないという御答弁で、安心いたしました。 

 歴史資料館の来館者数なのですけれども、ちょっと１日当たりどれくらい経費がかかっているのかなと計算

しましたら、およそ 51 万円前後、ふるさと歴史館はかかっております。ですので、本当に一日一日がそれだ

けの価値を生んでいるのかどうかというのを、今後ともしっかりとチェックして、考えていっていただければ

なと思います。 

 以上、終わります。ありがとうございます。 

 


