
2019年 第1回定例会（2月22日）会派代表質問 武蔵野市議会 

それでは、民主生活者ネットの会派を代表しまして、平成 31 年度施政方針並びに基本的施策の代表質

問を行います。前議員の質問と重複するものもありますが、よろしくお願いいたします。 

 まず、施政方針全般について所感を述べたいと思います。 

 第五期長期計画・調整計画に基づき、前市長の方針を引き継ぐことを考慮された前年度の内容から一

転し、今年度は、市長就任から１年５カ月の間に経験された公務から新たに認識されたことなどが随所

に見られ、温度感のある方針との印象をまず持ちました。また、行政の大きな役割について、弱い立場

の人、困っている人に手を差し伸べ、一人一人が安心して暮らすことができるための土台を築くことと

明確に述べられている点に大いに共感いたしております。 

 誰でも自己責任だけで、自分の力だけで生涯を過ごすことはできないと思います。不慮の病気やけ

が、避けがたい理由で仕事を失ったり、貧困に陥ったりすることもあります。たとえ幸運にもそうした

予想外の事態に遭遇しなくても、誰でも必ず年をとります。つまり、どんな人もお互いに支え合わなけ

れば安心して生きていくことができないのであります。そして、困ったときでも支えてもらえるという

社会的な仕組みがあるからこそ、今は困っていない人も安心して暮らすことができ、さまざまなことに

チャレンジし、前向きに結婚・出産をすることができ、結果的に経済や社会が活性化すると考えます。 

 ある時期まで支え合いの中心を担っていたのは、家族、親族や隣近所など身近なコミュニティであり

ました。しかし、都市化、核家族化の進展により、こうした支え合いの機能は著しく弱まりました。こ

のことは、近代化や経済発展の上で避けられない、後戻りはできないことであると考えます。避けられ

ずして弱まった支え合いの機能を補うことが、これからの時代に政治や行政が担わなければならない最

大の役割であると、今年度の施政方針から認識せずにはいられませんでした。そうした社会背景、行政

の役割を念頭に置きながら、以下質問をいたします。 

 大きな１項目めとしまして、誰もが安心して暮らし続けるためにの「誰もが」について伺います。 

 １、全ての市民の支えられ感について伺います。冒頭で述べたように、これからの政治、行政の役割

は、まずは弱い立場の人、困っている人に手を差し伸べること、さらには、弱ってしまった支え合いの

機能を補うことであると考えます。一方で、より多くの市民が自身への支援を実感し、より安心感を持
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って暮らせるようにすることも行政の役割であると思います。そうした視点で見ると、現役で働いてい

る世代や直接福祉と結びつかない多くの市民のどれくらいが支えられ感を実感できる施策となっている

のか、気になるところであります。 

 そこで、誰もが安心して暮らし続けるための「誰もが」とは、全ての市民を指すかと思われますが、

全ての市民が支えられ感の実感と、それに伴う安心感につながるような施策展開であるとお考えか伺い

ます。 

 ２、中間層の支えられ感と安心感について伺います。格差が広がり、中間層と言われてきた層の貧困

化が進んでいると言われています。働けど働けど税金は上がる一方で生活はよくならない、結婚も将来

が不安で前向きになれない、また、介護認定を受けなければ健康とみなされ、支援が受けられず、高齢

夫婦で家事も対応し切れない、一体どこに助けを求めたらいいのかなど、いわゆる見えない困難を抱え

ながら、希望どころか日々を乗り越えることがやっとの状態で生活している方々も多くいらっしゃると

実感しております。そうした世帯を含めた多数を占める中間層が希望を持てなければ、まちの活力につ

ながらないことも現実であると考えます。 

 そこで、直接福祉には結びつかない中間層、中でも、見えない困難を抱える層が支えられ感を実感で

きる施策の充足度について、どのようにお考えか伺います。 

 大きく２項目め、児童虐待に自治体がどう向き合っていくのかについて伺います。 

 先日の千葉県野田市で起こった 10 歳児童の虐待による死亡事件は、まさに冒頭で述べた支え合い機

能について考えさせられる点が多々ございました。なれない子育てや社会から孤立した両親による乳幼

児の虐待とは異なり、社会性もあり、一見問題はないと思われていた両親、また、みずからＳＯＳを発

することができる年齢の児童にもかかわらず起こってしまった事件から、もはや身近なコミュニティに

よる支え合いの限界を確信すると同時に、教育委員会、児童相談所等行政機能の限界も思い知らされた

のであります。さらに根本的に考えれば、指摘されている教育委員会や児童相談所の対応の不備以前

に、現在の法制度の限界、親権という領域には政治の支え合いも十分機能しないという限界を認識し変

えていかなければ、本質的な解決にはならないと考えます。 

 昨年度に引き続き、子ども子育てを応援するまちについて冒頭に述べ、社会全体で子育て家庭を支え

ること、子育て支援は社会全体にとっても未来への投資であるとの認識を、全ての世代の皆様に御理解



をいただく努力を引き続き行っていくとの記載に、市長の強い決意を感じています。個別施策にも子ど

も関連の新規事業も多々見られ、大変画期的な予算である印象を受けています。 

 しかしながら一方で、市政の現状や今後取り組むべき課題について認識を新たにしていますと、方針

の冒頭であるように、虐待事件を受けて、今後取り組むべき課題の御認識も持たれたのではないかと思

っています。そこで、まずは乳幼児・児童虐待に対する自治体の役割について、どう考え、向き合って

いくのか、市長として認識を新たにされたことや、31 年度の取り組みと方針について伺います。 

 子どもを守る目をふやすという意味で、かねてより要望してきた教育と福祉、地域をつなぐ専門職、

スクールソーシャルワーカーの増員が挙げられていることは、虐待の早期発見にもつながる施策として

も評価しています。また、子ども家庭支援センターが警察や児童相談所と連携機能を担い、年々機能強

化を図っていることも承知しています。しかしながら、野田市の事件のように、幾ら各機関が認識を共

有していても、親権という法の限界もある中で、虐待は起こるときは起こってしまうというケースを想

定しなければならないと思います。 

 そこで、乳幼児・児童虐待に対する自治体の役割について、どう考え向き合っていくのか、市長とし

て認識を新たにされたことや、31 年度の取り組み方針について伺います。 

 大きく３項目め、幼児教育無償化と待機児童ゼロについて伺います。御存じのとおり、幼児教育無償

化にはさまざまな意見が寄せられ、詳細についての方針が示されない中、各自治体でもその対応に追わ

れていることと思います。市長が大きく掲げている待機児童ゼロの実現においても、大いにかかわって

くることと懸念し、以下質問いたします。 

 １、待機児童を解消せずして無償化に踏み切ることで生じる不公平についての市長のお考えを伺いま

す。待機児童は、把握されているだけでも昨年４月時点の集計で全国に約２万人弱存在すると言われて

います。本市でも昨年４月時点で 53 人とのことですが、待機児童ゼロが実現しない状態での無償化

は、保育園に入る家庭と入れない家庭の不公平がさらに広がることになりますが、もし無償化がスター

トした時点で待機児童ゼロが実現されていなかった場合について、どのようにお考えか伺います。 

 ２、幼児教育無償化と待機児童ゼロについての見通しを伺います。本年 10 月からの保育料無償化が

行われれば、保育ニーズが高まり、市長選公約の２年でゼロは難しくなるのではないかと私たち会派は

考えています。選挙時にはなかった想定ですので、いたし方ないことですが、一方で、31 年度予算に



は認可保育園３園や認証から認可への移行の補助金が盛り込まれていることで、31 年度にはゼロにな

る可能性が高くなったとも考えられます。市長は 31 年度でゼロを達成できると考えているのか、保育

料無償化とあわせてお考えを伺います。 

 大きく４項目め、子ども子育て支援関連について伺います。 

 31 年度は余裕活用型一時預かり事業、子ども・子育て応援券事業、医療機関のベッドを活用した産

後ケア、ショートステイ事業拡充など、子育て家庭が支えられ感を感じられるような新規事業が見ら

れ、まちぐるみでの応援メッセージが感じ取れる事業であることを評価いたします。私自身も、出産後

にいただいたこうのとりベジタブル券や、子ども協会からいただいた０１２３の案内はがきなど、行政

側からの接触が新鮮で、会社員時代には意識していなかった地域の支えられ感を感じながら過ごせたこ

とを思い出しました。 

 そこで、それぞれの事業について伺います。 

 １、余裕活用型一時預かり事業制度について伺います。定期利用保育事業所や地域型保育施設の定期

申し込みが次月利用の締め日に間に合わなかった場合、１カ月と数日利用枠があいてしまう部分に一時

保育を募集する事業と伺っています。利用者・事業者両方にメリットのある事業であり、これまでなか

なか実情に応じた受け入れがなされていなかった一時預かりの枠が拡大すると同時に、柔軟な利用につ

ながることを期待しています。募集状況が日々タイムリーに変動する情報をいかに集約し市民にお届け

するか、その運営に工夫が必要になってくると思いますが、効果的な情報提供と運営体制をどのように

考えているのか伺います。 

 ２、子ども・子育て応援券事業について伺います。出産後の面接率の向上を第一の目的としたもの

で、ダイレクトな効果が期待できる事業と感じています。また、広く子育て家庭が支えられ感を感じ、

かつ地域の商店などに目を向けるきっかけにもなる、広範囲で、かつその後の継続性も期待できる事業

であると評価しています。これまで杉並区が同様の事業をいち早く始めており、武蔵野市でも実施して

ほしいという子育て家庭からの意見は以前から出ていました。前市長に要望したこともありましたが、

区部と市の財政構造の違いという理由等から、実現にならないでいたと認識しています。そのような経

緯の中、今回前ぶれなく出てきたうれしいお知らせではあるのですが、新規事業となった経緯について

伺いたいと思います。予算は、ほぼ東京都の負担となっていますが、東京都から推奨があったのでしょ



うか。あわせて伺います。 

 ３、医療機関のベッドを活用した産後ケア、ショートステイ事業拡充について伺います。対象者が限

られはしますが、必要な家庭にとっては救われたという心境にもなる意義のある事業であります。ぜひ

細くとも長く継続していただきたいと思っています。それぞれの事業について、検討された経緯と内容

について伺います。 

 大きく５項目め、福祉・健康関連について伺います。新規・拡充・継続事業それぞれ必要性を的確に

捉えた事業であるという印象であります。期待を込めて以下伺います。 

 １、地域包括ケア人材育成センターについてです。特に地域包括ケア人材育成センター事業は、介護

人材不足という避けられない課題に対応した、今後も拡大をお願いしたい事業であります。人生 100

年時代、さまざまな分野の福祉人材が必要になってくると思いますが、どのような分野の福祉人材を育

成していくのか、また、人材募集、研修、就職支援事業、それぞれの具体的な内容について伺います。 

 ２、ユニバーサルスポーツ研修会について伺います。以前より民間施設の利用が難しい障害児・者の

日常のスポーツ環境を身近な地域で充実すべきとの要望をしており、年々の障害者スポーツの拡充を評

価しています。31 年度の新規事業であるユニバーサルスポーツ研修会に期待しています。福祉施設職

員、家族、スポーツ推進委員等を対象として、障害者スポーツを支える人の研修会とのことですが、パ

ラリンピックに対応した一時的な取り組みにとどまらず、その後も障害児・者の日常のスポーツ環境の

充実に対応する事業として継続いただけることを要望しますが、見解を伺います。 

 大きく５項目め、脱原発とエネルギー関連について伺います。 

 平成 30 年度施政方針に続き、31 年度にも脱原発の項目を入れられた点を評価いたします。世界は

再生可能エネルギーを主力の電源とする流れに大きくかじを切っています。設備容量において風力は原

子力を追い越し、太陽光もほぼ同量に達し、さらにふえ続けていると言われています。不安定だと言わ

れてきた問題点も、予想技術の向上と市場メカニズムの活用などにより克服されつつあります。まさに

原発ゼロは不可能なものではなく、実現可能なリアリティとなっているのです。 

 そこで、自治体からさらに原発に頼らない社会に向けた取り組みについて期待し、以下質問いたしま

す。 

 １、武蔵野市を含む首都圏では、主に大陽光発電設備をふやす創エネ、ＬＥＤ照明に切りかえるなど



の省エネを進め、原子力に依存しない施策を進めています。今回の施政方針でも、ごみ発電による創エ

ネ、蓄電池の整備、庁舎のＬＥＤ化などの省エネを行うことが明記されていますが、創エネ施策として

太陽光発電装置をふやす取り組みはその後どうなったのか伺います。また、省エネ対策として昨年から

断熱リフォームの補助制度が始まっていますが、ほとんど活用されていないと伺っています。31 年度

の取り組みについて伺います。 

 ２、コストの考え方について伺います。ＬＥＤ照明や環境性能向上には初期費用がかかります。供給

期間全体を見通すトータルコストで考えれば安く上がるとわかっていても、イニシャルコストが優先さ

れるケースも間々あります。再生可能エネルギーをふやし、省エネを進めるために、環境性能優先を高

く掲げ、職員への周知を進める総合的な判断が求められますが、市長の姿勢を伺います。 

 大きく６項目めは、まちづくり、活性化関連についてです。 

 １、吉祥寺南口周辺整備について伺います。 

 前市長からの引き継ぎ案件はさまざまあるかと思いますが、中でも、今後の市のあり方を決定づける

小中一貫教育の是非、また、喫緊の課題である吉祥寺地域の新病院の建設、保育園新設など、１年５カ

月の間に大きな案件への御決断がありました。さらに大きな引き継ぎ案件に吉祥寺南口周辺整備があり

ますが、今年度の施政方針では、さして進展はないような印象を受けています。武蔵野公会堂の建てか

えも含めた広い面を総合的に見据えた大規模な事業なだけに、一筋縄ではいかないことは承知しており

ますが、一方で、一年一年の確実な積み上げ、進展がなければ、絵に描いた餅状態が続いていくことに

なろうと危惧しています。吉祥寺エリアのビジョンを示す吉祥寺グランドデザインの改定や、平成 30

年度に行われた公共施設のあり方ワークショップなど、さまざまな角度からまちの姿や施設のあり方な

どの意見を集約されていることは理解できるのですが、31 年度になされる吉祥寺駅南口周辺整備の進

展に直結する具体的な取り組みや決定事項はどういったことがあるのか伺います。 

 また、我が会派では、公会堂からさらに井の頭公園の緑と一体化した吉祥寺駅南口周辺整備を前市長

に提案をしてまいりましたが、当提案に対する松下市長のお考えと、関連する取り組み事項がありまし

たら、あわせて伺います。 

 ２、武蔵野市ふるさと応援寄附事業について伺います。ふるさと納税については、これまでの方向性

を転換したと捉えました。確かに、31 年度予算案を見ると、約７億円もの減収となることを考えれ



ば、対策は必要と理解します。ですが、そもそもで言えば、この制度自体に矛盾があると考えますが、

まず、市長の制度への御見解を伺います。 

 また、体験型とは具体的に何のことなのか、現時点でわかる範囲の内容と、武蔵野市が始めることに

より、どの程度の税収減を防げるようになるのか、想定額について伺います。 

 ３、市民の日常に溶け込んだ継続性のあるコンテンツ連携事業について伺います。第二期産業振興計

画に基づき、コンテンツを活用した新しい事業連携を検討するための連絡協議会（仮称）の設置につい

て期待をしております。ぜひ、期間限定のイベントではなく、本市を代表するコンテンツが事業との連

携により、まちに、市民の日常に溶け込むような内容を検討いただきたいと思います。 

 例えば、富山県南砺市の桜ヶ池は、かつて池の周辺に地元の皆さんが桜の木を植えられ、春になると

多くのお花見客が訪れる桜の名所です。ただ最近は、枯れた木や傷んだ木が目立つようになってきてお

り、地元の皆さんが中心となって桜の木を整備し、よみがえらせる活動を始めていましたが、桜ヶ池が

アニメ作品のロケーションモデルとなっていたことが縁で、作品のファンとともに桜の整備や育成、に

ぎわい創出活動などが新たにスタートしました。桜の木を整備するための募金なども行われ、返礼品に

は作品のポストカードやポスターが用意され、年間を通して来場者が訪れています。 

 そのほかでは、茨城県の大洗で御当地を舞台にしたアニメ作品とコラボした特産品をふるさと納税の

返礼品に用意したところ、毎年 100 から 200 万円程度だったふるさと納税額がいきなり２億円を超え

るなど、話題になりました。 

 新規事業でもある武蔵野市ふるさと応援寄附事業においても、大いなる可能性があると期待しており

ます。このように、あらゆる分野の事業との連携を考える上で、一過性ではない継続性のあるコラボレ

ーション事業を期待したいと思いますが、見解を伺います。 

 ４、ベンチ事業の展望について伺います。ベンチの利用実態に関する現状分析、それに基づいた整備

に着手されるとあります。ここ数年、ベンチ、椅子の市内増設を要望している私としましては、心待ち

にしておりました事業でございます。今後のベンチ事業展開のベースとなる事業として期待し、質問い

たします。 

 まず、設置範囲の拡大について伺います。現状分析、整備の担当は道路課であり、まずは現状把握の

ための調査と伺っていますが、最終的には、現状で配置されている駅周辺や、幅員の比較的広い道路だ



けではない箇所への設置を期待しております。生活道路など市民が日常利用する生活空間にいかに設置

ができるかが次に期待されているステージであると認識していますが、今後の範囲拡大の展望について

伺います。 

 次に、他部署との連携によるベンチ・椅子事業の展望について伺います。ベンチは、その設置箇所、

設置目的によってさまざまな担当課がかかわる事業であります。そのため、プロジェクトとしてある程

度集中して取り組まないと進まない事業であるとも考えています。ごみピットバーのように、ごみピッ

トとバーという一見かけ離れた組み合わせで新しい可能性が生まれたように、例えばアール・ブリュッ

トとベンチや椅子のコラボレーションでユニークな椅子やベンチを設置したり、市内小・中学生の絵画

が入ったベンチであったり、武蔵野市ふるさと応援寄附事業との連携の可能性など、アイデア次第で可

能性は広がります。時には市民参加でどのようなベンチがいいかを考える機会があってもよいと思いま

す。ベンチや椅子という素朴なツールではありますが、まちの活性化や市民生活向上にも直結するさま

ざまな可能性を秘めた公共財産であることを、道路課以外でも共有認識で持っていただきたいと考えま

すが、今後の可能性について御所見を伺います。 

 大きく７項目め、学校教育関連について伺います。 

 学校施設整備計画と第六期長期計画のスケジュール感について伺います。施設一体型小中一貫教育に

ついては、一定の結論が出たことで、武蔵野市として行うべきではないと私たちの会派は判断していま

す。これまで小中一貫の構想が出された後、反対の意思を示している市民団体も含めて、多くの市民や

学校関係者と意見交換を続けてきた市教育委員会の対応は高く評価をしますが、結論が出された以上、

学校施設の整備計画を早急に行うべきではないでしょうか。 

 施政方針では、第六期長期計画の結論を待つと書かれている一方で、31 年度に具体的な整備計画を

策定するとあります。これは、32 年度からの長期計画の結論を待たずに動き出すということでしょう

か。長期計画の策定時期と学校施設整備計画にずれが出ているように思えましたので、学校施設の整備

計画の具体的なスケジュールについて伺います。 

 ２、学校と家庭の連携推進事業、不登校対策について伺います。不登校対策検討委員会の結果を待っ

ていたところでありました。教室には入れない子ども、チャレンジルームで過ごしている子ども、さら

にはチャレンジルームにも通えていない子どもが一定数いることがわかっており、教育機会確保法の理



念に基づき、全ての子どもの学ぶ権利を保障するさらなる取り組みが求められています。市外のフリー

スクールや民間の教室に通っている子どもは、小学校を卒業するまでに、授業料やレッスン料、交通費

などで 800 万円から 1,000 万円の私財を投じているケースも明らかになっています。新年度予算は約

1,800 万円、学校と家庭の連携推進事業の拡充、多様な学びの場の検討となっていますが、その内容

を伺います。 

 ３、特別支援教育の推進、スペースの確保、また、全中学校への特別支援教室開設の準備について

は、発達に考慮を要する児童生徒がふえている中、大きな前進であると受けとめます。特に、全中学校

への特別支援教室の導入は、長年の悲願であり、大変意義のある事業であります。都の推進計画では、

平成 30～33 年度の間で準備の整った自治体から導入とありますが、本市での導入時期はいつごろに

なるかなど、その詳細を伺います。 

 ４、残り 15 校の市内小・中学校体育館への冷暖房機の設置について伺います。31 年度中に 15 校

全校に設置の予定とのことですが、夏前に設置が可能な学校は何校を予定しているのか、また、設置す

る順番は何を基準に設置していくのか伺います。 

 最後、大きく８項目、庁内業務の効率化、職員の負担軽減関連について伺います。 

 １、31 年度の方針には、庁内業務の効率化、職員の負担軽減、人材のさらなる有効活用を図るた

め、ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）を試行導入し、職員が手作業で行っている

単純・反復業務や定型業務の一部を自動化するとともに、今後の拡大に向けた検証を行いますとありま

す。ＲＰＡとはどういったものであるのか、また、職員が手作業で行っている単純・反復業務や定型業

務の一部とは具体的にどういった業務を想定されているのか伺います。 

 ２、昨年 30 年度の施政方針では、市役所から率先して業務改善を進め、働き方を見直し、ワーク・

ライフ・バランスの実践に向け、時差勤務など新たな取り組みの検討を進めてまいりますとありまし

た。それに対し、我が会派より、具体的な業務改善とは何か、業務改善により残業時間が減り、残業代

も抑えられるのかという趣旨の質問をいたしました。市長の答弁では、仕事のやり方の改善、委託等の

アウトソーシングだけでなく、事務事業見直しも仕事の見直しにつながると考えております。長い会議

や必要以上の資料の作成などを含め、業務の効率化や生産性の向上に取り組んでいきたいと考えていま

す。また、本市の時差勤務の運用について検討し、結果的には残業が減り、残業代もその結果減ってい



くと考えておりますという内容の答弁がありましたが、まずは前回の 30 年度施政方針のワーク・ライ

フ・バランス実践の検証はどうなっているのか、具体的に残業時間の減少、ひいては残業代の減少につ

ながったのか、検証結果について伺います。 

 ３、ＲＰＡにより業務の効率化、モバイル端末導入により場所などにとらわれない柔軟な働き方の検

証とありますが、制度や機器の導入自体を目的にしてはならないと考えます。導入により、市民にとっ

てどのようなメリットがもたらされるとお考えか伺います。 

 以上で壇上での質問とさせていただきます。よろしく御答弁をお願いいたします。 

 

蔵野恵美子議員の代表質問に順にお答えをしたいと思います。 

 まず、最初の大きな１問目、誰もが暮らし続けられるためにの「誰もが」についてと、その後の、見

えない困難を抱える層が支えられ感を実感できる施策については、関連するためにまとめてお答えをし

たいと思います。 

 地方自治体の役割は、住民の福祉を向上させることであると考えております。住民の福祉を向上させ

るためには、時代に応じて変化する住民のニーズを的確に捉え、課題を解決するための施策を実施して

いくことが求められております。よって、まずは、困りごとがあるなど目に見えやすいニーズや課題等

への取り組みとして、各種セーフティネットとしての機能を充実していくことが大切であると考えてお

ります。ふだん困り事の余りない方も、蔵野議員もお話ししていましたように、いつ御自身が困難な状

況に陥ってしまうかということは、これは誰にもわかりません。病気やけがといったことも本人の努力

とは無関係に自分の身に降りかかってくることも、いつ何どきあるかもしれません。そうしたときで

も、さまざまなサービスやセーフティネットが充足し、広がっていくということが目に見えて実感でき

ることで、全ての人にとって、つまり全ての誰もが感じられる安心感や支えられ感につながっていくも

のと考えております。 

 また、見えない困難を抱える層が支えられ感を実感できる施策ということですが、見えない困難をニ

ーズとして掘り起こし、それを顕在化するということが重要であると考えております。そのためには、

市民の皆様のお声を聞き、対話をすること、また、きめ細かなニーズ調査を継続的に行い、その結果を

◯市 長（松下玲子君） 



踏まえて課題として認識し、効果的な施策を行っていくことが重要であると考えております。全ての人

に支えられ感を持っていただくためには、さまざまなセーフティネットがあるということを多くの市民

の皆様に知っていただくことも必要でありますので、市の施策や取り組みについて、より効果的な周知

ということが重要になってくると考えます。 

 続きまして、児童虐待についての御質問です。市長として児童虐待をどのように考え、向き合ってい

くか、認識を新たにされたことについて、また、新年度の取り組みと方針についての御質問でした。児

童虐待については、子どもの命を絶対に守るという強い気持ちで取り組んでおります。市長となって認

識を新たにしたことは、ここ武蔵野市でも児童虐待の相談件数が非常にふえているということです。５

年前に比べても４倍ぐらいの相談件数になっており、今なお家庭という密室の場で子どもたちが苦しん

でいる、そういう状況にあるということを認識として持ちました。子どもたちの大切な命を守るために

どうやって取り組んでいくのがいいのか、市としては子ども家庭支援センターを中心として、さまざま

な子どもに関する機関と情報共有をして連携をとりながら、子どもの命を守り、しっかりと育んでいか

なければならないという認識を持っております。またその上で、実際に虐待案件となっている保護者が

虐待を行っているという認識に欠けているということ、しつけの一環であるという位置づけで、このギ

ャップをどうやって埋めていくのか、暴力は児童虐待防止法の中で明確に虐待と認められています。そ

のことをどうやって広げていくのか、児童虐待防止に向けた取り組みで、多くの皆様の力、そしてお知

恵でなくしていきたい、児童虐待をゼロにしていきたいという思いを持っております。 

 その上で、新年度の取り組みといたしましては、ネットワークの調整機関である子ども家庭支援セン

ターの役割は大きいと認識しておりますので、２名増員して体制強化に努めたいと考えております。ま

た、児童相談所、警察を初め、市内の子どもにかかわる関係機関・団体などによる武蔵野市子育て支援

ネットワークを構築しておりますが、このネットワークがより有効に活用されるよう、さらに連携を強

化していく必要があると考えております。また、親へのケアということが、これは予防という観点から

も必要であると考えておりますので、児童虐待防止としての予算とはなっておりませんが、産後のケア

について、これは新たに宿泊を伴うケアを行えるような取り組みを御提案しているところでございま

す。 

 続きまして、幼児教育・保育の無償化と待機児童ゼロについて御質問がございました。待機児童を解



消せずに無償化となることで不公平になるのではないかという御趣旨からの御質問かと思います。幼児

教育・保育の無償化については、やはりこれは制度を導入する前に待機児童の解消ということが優先の

課題であるという認識を持っております。その上で、国の責任において実施をすべきだと考えておりま

す。順番が異なるのではないかという認識を持っております。 

 また、待機児童が解消されないままでこの無償化がスタートをしたらどう考えるかとの御質問でござ

いましたが、ことしの 10 月時点で、年度途中になりますが、待機児童の解消というのは、これは年度

途中では大変難しいと考えておりますので、その時点で無償化となった場合には、実際に保育園に入れ

ていない方々から、これはやはり不公平ではないかという思いを持たれる、無償化をする分の予算を保

育施設をふやすことに充ててほしいというようなことを入れなかった方からは思われてしまうという思

いを持っております。 

 そしてその上で、次の御質問で、公約にも掲げていた 2020 年４月の待機児童ゼロの実行が、この

幼児教育・保育の無償化で達成できなくなるのではないかという御趣旨からの御質問かと思います。こ

の幼児教育・保育の無償化は、まだ詳細な制度設計というのができておらず、不明な点は多々あります

が、これまで保育園にお子さんを預けていなかった方たちの潜在的需要を掘り起こす可能性があり、待

機児童解消という意味では、さらに保育園に子どもを預けて働きたいと思う方がふえるのではないかと

いう思いがありますので、待機児童解消という観点からはマイナスに影響するのではないかと思ってお

りますし、女性の就業率の増加等もあり、今後もさらに保育ニーズは高まっていくのではないかという

考えを持っております。 

 続きまして、子ども施策について、余裕活用型一時預かり事業制度について御質問がございました。

地域型保育施設においては、月の途中で定員にあきが生じた場合であっても、利用調整を行った上で、

翌月または翌々月の１日からしか利用ができません。このため、新年度より、施設の利用の空き枠を利

用した余裕活用型一時預かり事業を実施したいと考えております。御指摘いただいたように、利用者に

対してどのように空き状況等の情報提供を行うかということは重要な課題であると認識をしておりま

す。運用面なども含め、施設側との協議により利用しやすい制度を構築していきたいと考えます。 

 続きまして、子ども・子育て応援券事業についての御質問です。この事業は、東京都の出産・子育て

応援事業、ゆりかご・とうきょう事業を活用したものです。このゆりかご・とうきょう事業は、実は平



成 27 年度から東京都が開始したもので、10 分の 10 の補助を受けることができる事業でございま

す。武蔵野市では、子育て世代包括支援センターを初めとした妊娠期からの切れ目のない支援の体制づ

くりについて検討し、全ての妊婦に対して母子健康手帳交付時に専門職による面接を行うことが、切れ

目のない支援体制づくりの入り口として非常に重要であるという結論に至りました。なので、東京都か

ら推奨があってこの事業を新たに行うということではございません。妊娠期からの切れ目のない支援の

中で、実際に面談をする、母子手帳をお渡しするときにただ渡すのではなくて、さまざま不安を抱えて

いることはないか、これから出産に当たって気になることはないかなど、そこの最初のアクセス、最初

の相談の窓口となれるように、そうした面談を行うことで、より妊婦様の不安軽減につながるのではな

いかという思いもあり、この事業を活用することに決めた次第でございます。 

 続きまして、産後ケア、ショートステイ実施の成果と事業内容についてでございます。この事業の導

入経緯につきましては、核家族化、地域のつながりの希薄化等によって、地域において妊産婦やその家

族を支える力が弱くなってきており、妊娠、出産、子育てにかかわる妊産婦等の不安や負担がふえてい

る中、妊娠期からの支援について、ゆりかごむさしのが妊婦電話を行うなど対応しているところではあ

りますが、今回は、産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育て

ができる支援体制を確保して、不安感や負担感を軽減するために実施するものでございます。先ほど児

童虐待防止の中でもお伝えしましたが、児童虐待防止事業とは言ってはおりませんが、この産後ケア事

業というのは児童虐待防止にもつながっていくものであるという認識を持っております。 

 そして、事業の概要としましては、医療機関等、武蔵野赤十字病院やむさしのレディースクリニック

の施設を利用してデイケアやショートステイをすることにより、産後の育児や授乳についてのサポート

を受けながら、母体の体調回復、休息をすることができる事業となっております。 

 続きまして、今のは産後ケアで、ショートステイの拡充は、新年度は２施設のうちに１施設で受け入

れ態勢を整備し、利用枠の常時確保を行うとともに、対象児童の年齢を２歳以上から１歳以上に引き下

げ、より利用しやすい制度となっております。この子育てショートステイ事業は、保護者の病気や出産

などで一時的に家庭での養育ができない子どもを市内の児童養護施設において宿泊で預かる事業となっ

ております。これまで、枠を常時確保していたわけではないので、利用希望日に受け入れ態勢が可能か

どうか、可能であれば預けられるけれども可能でなければ預けられなかったものが、枠を常時確保した



ものでございます。 

 続きまして、地域包括ケア人材育成センターの福祉人材はどのような分野の福祉人材かということ

と、その具体的な内容についてでございます。主に介護保険サービス、障害者福祉サービス、地域福祉

活動等に携わる人材を育成していくことを目指しております。具体的な内容につきましては、人材養成

事業と研修・相談事業、就職支援事業となっております。 

 人材養成事業としましては、東京都の研修事業所としての指定を受け、介護職員初任者研修を実施し

ております。通学形式で 130 時間の講義、演習、在宅訪問実習を行い、研修後、就労に向けた相談を

お受けしています。このほか、認定ヘルパー養成研修や認定ヘルパーフォローアップ研修を行っていま

す。 

 研修・相談事業としては、喀たん吸引等研修助成事業という事業が新たな事業となります。今後実施

を予定している喀たん吸引等研修について、受講奨励金制度を活用いたします。また、介護従事者の悩

み相談事業として、仕事をする上でのお悩み事をお受けいたします。法的な対処が必要な場合、委託し

た法律事務所の協力を受けて対応をいたします。 

 就職支援事業といたしましては、ホームページによる情報発信が新たな事業となっております。セン

ター事業の紹介や、センター主催の研修実施の案内と、ウェブによる受講受け付けをいたします。市の

関係機関の研修について、年間研修受講予定が立てやすいよう、開催案内を一覧でお示しをしていま

す。市に登録している介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者で承諾を得た事業者について、

一覧を掲載していきます。 

 事業者・団体支援事業といたしましては、管理者・経営者向け研修や事業所の求人案内を新たな事業

として行います。市内の事業者・団体の経営と運営を応援・支援しますという位置づけで、事業所一覧

において求人中の事業所をお示しし、詳細は各事業所のホームページにリンクします。これからホーム

ページを検討予定の事業所には作成支援の案内も行います。福祉人材の確保に向けて取り組んでいきた

いと考えております。 

 次に、ユニバーサルスポーツ研修会についてです。障害者スポーツを支える人のためのユニバーサル

スポーツ研修会においては、障害の種類ごとに、適した種目、配慮すべき事項などを学び、さらに、実

際に当事者とスポーツを体験しながら、実践を通じて障害者スポーツを支えるための知識、技術を得て



いく内容を計画しています。研修の対象として、まずは福祉施設の職員、障害者の家族、スポーツ推進

委員などを想定しています。本研修の継続については、実施時の効果や参加者の意見等も踏まえた上で

検討いたしますが、障害者スポーツに関する取り組みにつきましては、パラリンピック開催時だけの一

過性のものではないと考えておりますので、基本的には 2020 年以降も継続して取り組んでまいりた

いと考えております。 

 続きまして、脱原発とエネルギー政策の中の、太陽光発電の普及と効率的エネルギーに関する補助制

度についての御質問です。創エネとして太陽光発電への注目度がこれまで高くありましたが、現在は、

太陽光発電にとどまらず、エネファーム、蓄電池、ＨＥＭＳ、窓断熱などによって省エネや効率化を図

る総合的な取り組みとなっております。固定価格買い取り制度の 10 年期限の課題などもございます

が、太陽光発電は当初に比べイニシャルコストも下がり、今後は新築物件への普及や蓄電池との連携展

開も見込まれていると考えます。 

 そして、窓断熱の補助制度につきましては、現時点で 19 件の実績があります。今後の申請について

の相談も一定数受けているというのが現状でございます。環境設備の普及につきましては、平成 31 年

度も補助による支援だけでなく、啓発による誘導、建築に伴う環境配慮指導など、引き続き取り組んで

いきたいと考えます。 

 次に、吉祥寺駅南口の周辺整備についてでございます。具体的な取り組みや決定事項はどういったも

のがあるかといった御質問です。吉祥寺駅の南口の交通広場は、平成 12 年に都市計画決定をしてお

り、広場整備に向けた用地買収折衝を継続して行っております。現在の事業の進捗率は 61.04％、用

地買収率は 47.72％であります。交通広場の形態に対する協議や関係企業者との協議は、警視庁を初

めバス・タクシーの交通事業者、その他関係企業者と行っているところでございます。平成 30 年度か

ら広場整備に向けた基本設計を行っており、必要に応じて各企業者との協議も複数回実施をしてまいり

ました。平成 31 年度は、この基本設計をもとに、企業者先行工事等を踏まえた修正設計を行う予定で

ございます。 

 また、この間、会派にて御提案をいただいております内容に関しましては、吉祥寺のエリアごとのま

ちづくりを進める中で、この地域、パークエリアについて、現吉祥寺グランドデザインでも表現してい

ますように、井の頭公園を中心とした緑と水といった自然環境を貴重な資源と捉え、商業地、住居地と



の調和・融合をテーマとしております。現在改定中の吉祥寺グランドデザインでも、多くの関係者の

方々による議論を深め、その特徴を踏まえた将来ビジョンの整理をしていきたいと考えております。 

 次に、ふるさと納税への見解と体験型の返礼品はどのようなものか、事業を実施することでどの程度

税収減を防げることになるか、想定額はどれくらいかという御質問でございます。ふるさと納税制度に

つきましては、生まれた故郷や応援したい地域に寄付を通して力になれるという制度本来の趣旨は理解

しつつも、高額所得者が優遇されるという点や、過度な返礼品競争など、制度の課題があるとこの間考

えてまいりました。平成 31 年度予算案では約７億円の影響があることを踏まえ、また、制度の活用を

検討した結果、武蔵野市ふるさと応援寄附として、市の魅力発信や地域産業の振興、市政の充実と未来

への財源確保の３つの基本コンセプトに基づき、市民のために積極的に本制度を活用していくこととい

たしました。 

 体験型の返礼品については、まだ返礼品は、これから庁内で手挙げ方式による職員のワーキングチー

ムも発足いたしまして、返礼品の選定や、またそれぞれの事業者の皆様から応募をいただきたいという

思いも持っておりますので、未定な部分が多いのですが、例えば、まち歩きツアーと飲食を組み合わせ

たような体験型だったり、制作現場の見学やワークショップを組み入れたものだったり、あとは高齢者

の見守りだったり、また、美容院やネイルサロンなどが非常に集積をしてもおりますので、そうした美

の体験のチケット、そうしたお店を利用するチケットなどを返礼品としてできないかということは考え

ていきたいと思っております。実際に武蔵野市に足を運んでいただいて体験をしていただくことで、よ

り市の魅力を感じていただき、産業振興にもつなげていきたいという考えを持っております。 

 このふるさと応援寄附を行うことで、市税の収入減による財源への影響を少しでも和らげたいという

ことは考えておりますが、まだ制度は実際に新年度が始まって、９月、10 月、事業の実施は秋ぐらい

を目指しておりますので、そこから考えますと、想定額としては 3,000 万円ぐらいを想定していると

ころでございます。武蔵野市の魅力を発信し、地域産業を振興することで武蔵野市政を応援いただける

寄付をふやすとともに、武蔵野市に住みたい、住み続けたい、訪れたいという方をふやしていきたいと

考えております。 

 次に、まちづくりの課題の、市民の日常に溶け込んだ継続性のあるコンテンツ連携事業についてとい

う御趣旨の御質問です。コンテンツ連携事業については、第二期産業振興計画案に記載された施策であ



り、新年度は生活経済課を中心に全体の事業内容を検討し、当面は、仮称ではでございますが、武蔵野

市コンテンツ連絡協議会の設置に向けた準備を進めていきたいと考えております。御紹介いただきまし

た南砺市や茨城の大洗町の事例等を、成功例として参考にもしたいと考えます。コンテンツ連携事業と

しては、市の事業に限定することなく、コンテンツ連絡協議会等で広く連携事業の検討を行って、市民

や来街者に喜ばれる取り組みを地元の皆様とともに継続して行っていけるよう取り組んでいきたいと考

えます。 

 次に、ベンチの設置範囲の拡大についての御質問でございます。幅員の狭い道路や生活道路の多い住

宅地道路においても、ベンチの設置は、ユニバーサルデザインや休息施設として歩行環境の向上に効果

があると認識をしております。ベンチが設置できる道路は、歩道の幅員３メートル以上を有する道路で

あることが前提であることから、住宅地内道路などの歩車共存の生活道路については設置は困難と考え

ます。しかし、今後の展望としては、隣接する公園やポケットパーク等の公共用地や大規模開発でセッ

トバックによる空地が確保できれば、事業者との交渉により設置の可能性はあると考えております。 

 続きまして、今後のベンチの可能性についての御質問です。これまでと違った新たな組み合わせも知

恵を絞って行うということを、アイデアというのは大変重要だと思っております。ベンチや椅子という

ツールは、休息施設以外にもまちの魅力向上のツールの一つとも考えておりますので、まちづくり、公

園、その他の部署とベンチについての共通認識を持っていきたいと考えます。市民参加によるベンチに

おきましては、平成 17 年度に地元の教習所が自費の工事でベンチ６基を市道第 84 号線などに事業者

負担で設置してもらっている経緯もございます。市民参加や寄付事業との連携の可能性についても考え

ていきたいと思います。 

 次は、学校教育に関しての御質問です。小中一貫の結論と学校施設の整備計画のずれはないかといっ

た視点からの御質問かと思います。学校改築につきましては、速やかに個別の改築に着手できるように

進めるべきとの認識を教育委員会と共有しております。小中一貫教育については、今後、第六期長期計

画策定委員会で計画案が公表されるころには、方向性がおおむね定まると思われます。第六期長期計画

の計画案が出される本年の６月以降、その策定過程を見据えながら、学校施設整備基本計画の策定もあ

わせて進めるべきものであると認識をしております。 

 続きまして、学校と家庭の連携推進事業についてです。スクールソーシャルワーカーの増員や不登校



支援員の配置拡充を行うこと、不登校対策等について安心と魅力ある学校づくりを進めることが大切だ

と考えております。不登校に早期に対応していく必要があると認識しております。さらに、チャレンジ

ルームのより柔軟な運営体制を含めた機能強化や、フリースクールとの連携強化など、多様な学び場の

あり方や、保護者への情報提供や交流の場づくりなどについて、さらに検討を進める必要があると認識

をしております。 

 フリースクールとの連携強化の重要性も感じています。各学校ではフリースクールからの報告を参考

にして、フリースクールで指導を受けた日数を指導要録上の出席扱いにしております。今後はフリース

クールの実態を把握し、学校とフリースクールとの連携について検討したいと考えます。 

 次に、特別支援教育の推進です。全中学校での教室開設の準備についての御質問です。特別支援学級

のスペースの確保については、桜野小学校の難聴・言語障害通級指導学級の児童数増加に対応するた

め、指導スペースの拡充に取り組んでまいります。市立全中学校に開設する特別支援教室については、

発達の障害により学習や集団活動を苦手とする生徒を対象として、個に応じた学習指導やコミュニケー

ション指導を平成 32（2020）年度から開始する予定です。平成 31 年度は各校の教室の改修工事を行

います。 

 次に、体育館への冷暖房機の設置についてでございますが、31 年度に 15 校設置予定の中で、夏前

に設置が可能な学校というのは、残念ながらございません。なので、設置する順番の基準というもの

も、設置自体が 31 年度の秋から冬にかけてになると思いますので、学校行事の予定も踏まえて順次進

めていきたいと考えます。 

 次にＲＰＡについての御質問です。ＲＰＡとは、ロボティック・プロセス・オートメーションを略し

たもので、ソフトウエアロボットを使った業務プロセスの自動化の仕組みです。大量のデータ入力、転

記作業、ダイレクトメールの送信、インターネットからの情報収集などの単純・反復作業を、人の手に

よらず自動で行うことができることから、業務の効率化や職員の負担軽減を図ることができ、また、人

為的なミスの防止にもつながるもので、今年度試行で行ったところ、例えば学童クラブの入所申請デー

タのシステム登録について、人の手では１件当たり５分程度かかるものが、作業上の工夫も行った結

果、30 秒から１分程度で行うことができ、かつ、ＲＰＡが作業を行っている間、職員は別の業務を行

うことができました。 



 次に、この間のワーク・ライフ・バランス実践の検証、残業時間の減少等具体的なことに関しての御

質問です。時差勤務の試行を行った結果、生産性の向上に一定の効果があることが検証できました。具

体的な残業時間の検証については、昨年の 12 月末までのデータになりますが、前年同期に比べ約１万

時間の減、残業代につきましても約 2,900 万円の減となっております。今後もさらに職員各自が時差

勤務の導入等によってワーク・ライフ・バランスを進め、市民サービスの向上につながるよう取り組ん

でいきたいと考えます。 

 最後に、市民にとってどのようなメリットがもたらされるかという点の御質問です。ＲＰＡやモバイ

ルワークの導入は、あくまで業務効率化のための手段であり、それ自体を目的とすべきではないと考え

ます。判断を要しない単純・反復作業のほか、場所や時間の制約から職員が解放され、そこから生じた

時間を、本来職員が行うべきである判断や検討を必要とする業務や、より独創的な仕事、市民との対面

による相談支援業務など、人にしかできない業務に振り分けることにより、結果として市民サービスの

質の向上が図られるほか、職員の働き方改革にもつながると考えます。また、人為的ミスの防止にもつ

ながり、リスクマネジメントの効果も期待できると考えます。 

 以上です。 

 

それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず、支えられ感なのですけれども、時代に応じた課題を解決するために重点を置いて施策をやって

いくという、まあもちろんそのとおりだと思うのです。ただ、例えば子ども子育て応援宣言とか、弱い

方優先でというメッセージ性が強ければ強いほど、そこに該当しない方の支えられ感というのはなかな

か逆に見えにくくなってしまうという難しいところはあるなと思っています。先ほど壇上で申したよう

な、福祉までは至らないけれどもやはり困っているという方が、子どもだけに施策が傾いていないかと

か、そういったようなお声もやはり聞こえてくるのです。そこがなかなか難しいところで、やはり施策

は全市民にかかわっていると思うのです。やはり支えている部分はたくさんあると思うのですけれど

も、それをどう見せるかとかどう伝えるか、市長も答弁でおっしゃっていましたけれども、どうそれを

わかっていただくかという工夫は、より一層必要になってくるのではないかと思っています。そうでな

◯１５番（蔵野恵美子君）  



いと、やはり大多数を占める方の満足度を上げないと、市政に関心を持たなくなってしまったりとか、

まちの活性化につながりにくくなる部分もあるかと思いますので、そこの部分をいかに伝えていくか、

わかっていただくか、わかりやすい表現をするか、そこら辺の周知と手法というのは、メッセージを強

くすればするほど逆に必要になってくると思っていますので、その点についてまた何か御見解があれ

ば、いただければと思います。 

 もう一つ、児童虐待に関してです。先ほど別の議員も取り上げていて、私のときの答弁でも、今回、

防止に関する新規施策ですとか拡充施策というのは大変充実してきていると思っています。子ども家庭

支援センターでも、児童相談所とか警察との連携もさらに強めているということは理解しているのです

けれども、やはりそれでも、虐待は起こってしまうときは起こってしまうと思っているのです。そうし

たケースをまず想定しての行政、自治体、武蔵野市の対応というのは、何か、自治体で認識の共有とい

う段階から一歩踏み込んでの対応というのはこれまでどのような事例があるのかというのをお伺いした

いと思います。今回の野田市の事件を受けて、新たに、起こってしまったときの対応というか、防止、

情報共有を越えた自治体の対応、事例等をお伺いしたいと思います。 

 それから、幼児教育の無償化です。こちらはまだ国から詳細が出ていないわけですけれども、一定程

度市としての考えをまとめておく必要はあるのではないかと思っているのです。市内でもさまざまなス

タイルの保育園があります。それをどこまで無償化するのか、もちろん国のことが決まってからだけれ

ども、市の考えをまずある程度考えておく必要があると思うのです。それはどこまで無償化にするかで

すとか、先ほど申した待機児童との不公平さ、それからもっと言えば、待機児童ではないけれども保育

園に通わない家庭との不公平さ、これはさまざまな検討課題が絶対出てくると思うのです。国からおり

てきたときに、やはり市として適切な市民への説明ですとか、そういったことはやはりしていくべきだ

と思っていますので、ここはぜひ、もう今の段階からいろいろなことを想定して検討していく必要があ

ると思っています。ぜひさまざまな市民の意見を聞く場を設けたり検討委員会の開催とかを行うべきだ

と考えますが、その点はいかがか伺いたいと思います。 

 以上、ここまで。 

 

◯市 長（松下玲子君） 



大きく３問の再質問に順にお答えしたいと思います。 

 まず最初の部分、弱い立場の人や困っている人を支えるのは大切だけれども、それ以外の「誰もが」

の部分の多くの市民にいろいろな施策を行っていく上で、メッセージの仕方が大切ではないかという視

点からの御質問かと思います。例えば、子ども子育て応援ということを前面に掲げていくと、子どもを

育てていらっしゃらない方だったりとか高齢の方から、子ども子どもと言ってばかりよねみたいな声

は、私のところにも聞こえてきます。ただ、そのときに私がお伝えしているのは、子どものいらっしゃ

らない方や御高齢の方にとっても、子どもというのは皆さんのこれからの未来を支える存在でもあるの

で、全ての世代の皆様に、子どもがいる、いないにかかわらず、これはやはり応援していただきたい制

度なのですということを伝えています。でもやはり、なかなか実際にお子さんを育てていらっしゃらな

い方だったり御高齢の方でお孫さんとかもいない方だったりすると、すとんと腑に落ちる方というのは

そんなにはいらっしゃらなくて、丁寧な説明と、これは何度も何度も言っていかなくてはいけないなと

思っています。というのも、やはり少子高齢社会への対応というのは、これは直面している私たちが解

決をしていかなくてはいけない課題だと思いますので、聞こえのいいことだけを言うのではなくて、皆

さんに理解をしていただくためにも、子ども子育ては全ての世代の皆様にとって大切な政策ですという

ことを伝えていきたいなと思っております。その上でのわかりやすいメッセージ、相手の心に届かない

と、頑張っていてもいつまでも届かないままですので、届くように工夫してメッセージを伝えていきた

いと考えております。 

 次に、児童虐待についてのより踏み込んだ具体的な対応をとのことですが、これはなかなか個人情報

にもかかわることなので、非常に難しく、具体的な詳細をお答えすることはいたしかねるのですが、大

切なことは、どうしてもというときには、やはり子ども、児童を保護しなければならない局面があると

いうことです。その保護をするというのは、武蔵野市の子ども家庭支援センターでは保護を行うことは

できないので、児童の保護という意味では、これは警察にも保護はできないので、児童相談所が唯一今

現在行える部分なので、緊急度が高い虐待のケースで保護が必要なときに、児童相談所の職員体制とい

うのは、これはもうちょっと拡充していただかないとなかなか厳しいなという認識を持っております。

東京都も児相の職員を拡充するというような予算にしているようでございますので、そうしたことも勘

案しながら、また、今後、武蔵野市を管轄している杉並の児童相談所が、杉並区と中野区が独自で児童



相談所をつくった場合にどういった形になっていくのか、今度、三鷹市と武蔵野市のみが杉並児相の対

象になるのか、場所はどこになるのか、今の場所のままなのかとか、しっかりと子どもの命を守るとい

う視点で、今後東京都とも具体的に交渉をしていかなければならないという認識を持って取り組んでお

ります。 

 次に、幼児教育・保育の無償化についてでございますが、現段階においては、補助対象施設の範囲と

いうものや東京都の補助制度の詳細が示されていないので、詳細な部分についてはお答えをできかねま

す。しかしながら、幼児教育・保育の無償化においてさまざまな施設が対象となりますので、無償化の

範囲や額などの問題を精査しながら制度開始に備えていきたいという考えを持っております。なかなか

市民の皆様と検討会を行うということにはそぐわないのかなという思いを持っております。 

 以上です。 

 

支えられ感に関しては、確かに難しいところがございます。おっしゃっていましたけど、子ども施策の

重要性をわかっていただくと同時に、やはり対象者の方には、属しているカテゴリーにはこういった支

援が実はあるというような、こういった支える施設というのも実はこれだけ充実しているのだというこ

とも一方でわかっていただく、具体的な施策で訴えていかないと、なかなか難しいのかなというのは私

も感じているところでございます。こちらのほうは引き続き頑張っていただきたいと思います。市長の

子ども子育て応援宣言というのはかなり届いているという実感は私もございます。ですので、その一方

で、ほかのカテゴリーの方々の支えられ感の施策のメッセージも強めていけばいいのではないかなと感

じております。こちらは感想です。 

 虐待についてなのですけれども、やはり結局、では自治体というのは保護はできない、児童相談所で

ないとできないということであれば、自治体として、防止策を強化するのはもちろん重要なのですけれ

ども、保護とする判断の的確さをやはり高めていかなければいけないのではないかと思うのです。結

局、保護が必要と判断して、この間の野田市の事件だって、保護を認識していたって起こってしまうわ

けです。だから、その保護の適切な判断の時期だとかそういった部分の、やはり正確性というか緊急性

というのをもう少し高めていく努力、防止策だけでなく、起こってしまったときのその判断と適切な対

◯１５番（蔵野恵美子君） 



応ということをもう少々、まあ頑張っていらっしゃるとは思うのですけれども、そこの部分で具体性

と、こういったことをやっているというのを私たちもいただけると。やはり起こってしまうとは思うの

で、そこに対する施策のメッセージが欲しいなと思っていますが、その辺いかがでしょうか。 

 それと、無償化については、確かにまだ詳細が決まっていない中ではあるけれども、多分、この施策

全てが無償化になると思えないですし、全ての家庭が、これで不公平な部分は必ずどこかに生じてしま

うと思っています。国の施策がおりてきたときに、きっと何かどこか、全てが平等になるとは思えない

なと思っているのです。そこをやはり市としての考えをある程度整理しないと、市民の方になかなか説

明ができない事態になってしまうと思っていますので、そこは慎重に、国の動向を見ながらですけれど

も、やはり市の考え、武蔵野市はこういう考えでということはある程度整理していく必要はあると思っ

ています。こちらは要望です。 

 続いて、小・中学校の冷暖房機です。これは夏まではちょっとできないということで、大変残念なの

ですけれども、それはどういった理由なのでしょうか。冷暖房機をほかの自治体もたくさん購入を予定

していてなかなか在庫が追いつかないだとか、何か理由があるのか、そこら辺の事情を教えていただき

たいと思います。 

 それと、ＲＰＡです。先ほど、前年度のワーク・ライフ・バランスの検証結果というのを具体的な数

字で出していただいて、効果が出たということでよかったと思っています。やはり順序として最初に事

務事業の見直しだとか、不要な事業を見直した後に、こういったＲＰＡという検討がなされるべきかな

と思っているのですけど、そこら辺の認識はどうなのでしょうか。同時並行で何となくやっていくもの

なのか、ある程度事務事業等の見直しをした上で、こういった新しいＲＰＡというものを組み込んでい

くというお考えなのか、その点を確認させていただきたいと思います。 

 それと、吉祥寺駅南口広場開発でございますけれども、先ほどほかの議員から公会堂の建てかえにつ

いてございましたけれども、ちょうど私、４年前に代表質問をさせていただいた際の議会だよりのタイ

トルが、公会堂、児童館等早期の青写真提示と全市的な議論をということで、公会堂の改修の青写真を

示すべきではないかということを主体とした質問をさせていただいて、そのときの当時の市長の答弁で

は、吉祥寺駅南口開発と一体で考えていくということだったのですけれども、でもやはり４年たってみ

ても青写真は示されていないなというのは大変残念なことです。一体として進めるとしても、やはり公



会堂は公会堂で、ある程度青写真的なものは考えていくべきではないかなと思っています。この公会堂

の施設というのは、場所も駅前ということで大変注目が高い公共施設でございますので、もうそろそろ

具体的なあり方を検討いただきたいと思っています。 

 今ちょうど市役所のロビーに公共施設のあり方ワークショップの開催報告のポスターが掲示されてい

ますけれども、そこに、ぜひ実現してほしい提案の投票結果が出てございます。その１位が、公会堂を

吉祥寺プレイスにというものになっています。やはり皆さん大変興味深い案件で、公共施設の中でも１

位になっているぐらいですから、やはり関心度が高い施設だと思っています。吉祥寺の顔として、子連

れからシニアまで気軽に利用できるおしゃれな木造複合施設という提案になっていて、従来の多目的ホ

ール、会議室のほか、児童館だとか子連れ可能なカフェ、バスターミナルと駐車場、そういった複合施

設にして、外観は、我が会派でも言っていますが、井の頭公園と一体化したような施設、木造の施設に

したらどうかという提案が一番になってございますので、ぜひこの点、南口の駅前との一体化というの

もわかるのですけれども、その一方で、もうそろそろ示していただきたいと思っていますが、その点、

改めていかがでしょうか。 

 

今、４点の再々質問がございましたので、順にお答えをしたいと思います。 

 まず最初が、児童虐待の防止の観点から、保護の時期の決定や、そういう判断というのが非常に重要

ではないかという点での御質問かと思います。本当にさまざまな、ことしの野田の事件や昨年３月の目

黒の虐待死の事件などを拝見しますと、なぜ大切な命が守られなかったのか、子どもからのＳＯＳが行

政などに届かなかったのか、児童相談所に届かなかったのか、保護をすることは本当にできなかったの

かと、本当に悲しい思いになります。そうした中で、しかるべきときに保護をして親子を分離するとい

うことは、これは大変重要になってくるという認識を持って、子ども家庭支援センターでも日々取り組

んでおります。最終的な保護の決定権を持っているのは児童相談所でありますが、私たち基礎的自治体

の子ども家庭支援センターとして定期的に子どもたちを観察し、様子を見ている点から情報を上げて、

必要なときには保護の必要性というのを強く訴えていかなければならないという認識で取り組んでおり

ます。より具体的な点については、これはなかなかお示しできるものではない、本当に個人情報が多々

◯市 長（松下玲子君） 



含まれることでありますので、子どもの命は絶対に守るという強い意思を持って私たちが取り組んでい

るということをぜひ御認識いただいた上で、要望と、そしていざ起きたときにどう取り組むかという体

制について、今後もぜひ御提言をいただきたいという思いを持っております。 

 そして２番目が体育館の冷暖房機についてでございますが、ことし補正でお認めいただいた３校分に

ついては、今まさに工事を行っていて、夏までに間に合うということが確定をしております。ただ、残

りの 15 校分につきましては、こちらは既に昨年の９月の時点で、なかなか必要数の確保というのかで

きず、何とか年度中に 15 校の分を確保したということでございますので、残念ながら夏までには間に

合わないということでございます。 

 続いて、ＲＰＡについては、おっしゃるとおり、まさに事務事業の見直しだったり仕事の仕方の見直

しというのは、これは大前提になってくると思います。事務事業の見直しというのは、この間、継続的

に取り組んでおり、見直しをして評価をしているところでございますので、並行して、事務事業の見直

しを継続しつつ、また仕事の仕方の見直しを継続しつつ、さらに新たな取り組みとして、ＲＰＡやモバ

イルワークの導入を業務効率化のための手段として取り組んでいきたいという思いでございます。 

 最後、公会堂の建てかえの青写真が、前市長時代から提言しているけれどもまだできていないではな

いか、必要ではないかとの御質問かと思います。さまざま文化振興基本方針ができ、その中では一つ一

つの施設のレビューまでは行えておりませんでしたので、文化振興基本方針にかかわる一つ一つの文化

施設について、そのあり方を検討する検討会を平成 31 年度に開始いたします。公会堂もその機能や役

割を明確にした上で、吉祥寺南口のまちづくりと一体となって取り組んでいかなければならない課題で

あると考えております。さまざま周辺施設の動きもございますので、さまざまな公会堂を取り巻く環境

の動き、情報などをしっかりとキャッチしながら、今後の建てかえに向けた検討を行わなければならな

いと考えております。 

 以上です。 
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