
2019年 第4回定例会（12月6日）一般質問 武蔵野市議会 

 

おはようございます。立憲民主ネットの蔵野恵美子でございます。 

通告に従いまして質問させていただきます。 

今回の質問は、大きな項目としまして５点でございます。１項目めはキッズゾーンについて、２項目め

はインクルーシブ公園・バリアフリー遊具について、３項目めは幼保無償化・保育士の労働条件審査に

ついて、４項目めは飼育教育について、５項目めは金融リテラシー教育についてでございます。幾つか

他の議員の質問と重複している部分もありますが、よろしくお願いいたします。 

 まず、大きく１項目めとしまして、キッズゾーンについて伺います。2019 年５月に滋賀県大津市

で、保育所のお散歩で移動中の園児たちの列に車が突っ込み、園児が亡くなるなど、子どもが被害者と

なる痛ましい事故が相次いでいるのを受け、内閣府と厚生労働省は、2019 年 11 月、保育施設園児の

安全を確保するためのキッズゾーンの設定の推進について、都道府県などに通知を出しました。自動車

の運転手らに注意喚起するため、保育施設を中心に原則 500 メートルの範囲でキッズゾーンを設定す

るとしているものです。そこで、キッズゾーンについての本市の対応について以下伺います。 

 １、キッズゾーンの担当課はどこになるのでしょうか。当質問を作成するに当たり、対応課を尋ねた

ところ、まだ決まっていないようでしたので、確認しておきます。子ども育成課、道路課、安全対策課

などが考えられますが、今後キッズゾーンに関する担当窓口はどちらになるか伺います。 

 ２、本市では、本年９月に保育園、警察、市職員でお散歩ルートの危険箇所の点検を行ったと伺いま

したが、危険箇所への対応として、キッズゾーンに対する考えと、今後の展望について伺います。 

 ３、スクールゾーンとのすみ分けについて伺います。登下校時間を規制するスクールゾーンと、保育

園のお散歩時間に関係するキッズゾーンとのすみ分けについてどのように対応していくか、本市におけ

る課題認識を含め伺います。 

 大きく２項目めとしまして、インクルーシブ公園・バリアフリー遊具について伺います。東京都はこ

とし２月、定例議会で、都立公園として初のインクルーシブな遊び場の整備について具体的な事業内容

を発表しました。世田谷区の砧公園と、府中の森公園の２カ所で、来春までに完成の予定で、車椅子の
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子どもが穏やかなスロープを上って遊べる大型遊具や、体がぐらつきやすい子も安心の背もたれつきの

ブランコ、地面にはクッション性のあるゴムチップ舗装がなされた公園に生まれ変わるとのことであり

ます。また、渋谷区でも前向きな検討を始め、都内を初めとした広がりが期待されております。 

 この記事を読んで、2015 年 10 月に厚生委員会の視察で訪れた北海道滝川市の公益財団法人、そら

ぷちキッズキャンプを思い出しました。全国の小学校低学年から高校生の小児がんと闘う子どもや、小

児科系疾患を持つ子どもたちを初め、より医療ケア度の高い子どもたちとその家族を優先し、無料でキ

ャンプ体験に招待している施設です。こうした施設は、面積規模の小さい武蔵野市では実現が難しく、

また、医療ケアつきの宿泊所やキャンプ場自体が日本にはそうありませんので、その後の 2015 年第

４回定例会一般質問において、キャンプ体験を諦めてしまっている本市の多くの子どもたちや御家族に

当キャンプ場を周知し、希望を持っていただくことを提案いたしました。 

 本市内に医療ケアつきキャンプ場の新設は難しいかもしれませんが、これまで公園で遊具で遊ぶお友

達を車椅子から見ているしかなかった子どもが、バリアフリー遊具によって、一緒に滑り台やブランコ

で風を感じ、浮遊感を体感する。それが特別なことではなく日常である。何とすばらしいことか、想像

するとわくわくいたします。そうした日常は、障害を持った子どもだけでなく、一緒に遊ぶ全ての子ど

もたちにとってもインクルーシブの理解につながると思います。狭い公園が多い武蔵野市にも何らかの

工夫でバリアフリー遊具を取り入れる可能性について、以下質問いたします。 

 １、本市のバリアフリー遊具の検討について伺います。平成 18 年の高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）及び都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの施行を

受け、公園・緑地においても法的な拘束力に基づくバリアフリー化が実施されることになりました。そ

れに伴い、本市の公園・緑地リニューアル計画でも、出入り口のバリアフリー化、園路のバリアフリー

化、水飲み、サイン、トイレ等の便益施設のバリアフリー化が掲げられています。しかしながら、バリ

アフリー対応状況に遊具についての記載はありません。障害を持った子どもたちのためのバリアフリー

遊具については、本市ではどのように考えているか伺います。 

 ２、本市には約 180 カ所の公園があり、国土交通省の基準による毎年１回の専門家による点検、２

カ月に一度、業者や市職員による点検を実施し、必要に応じた遊具等の改修がなされていると伺ってい

ます。今ある遊具の改修・更新の際には、バリアフリー遊具を取り入れる工夫の検討をしていただきた



いと考えますが、見解を伺います。 

 ３、本年度の施政方針では、社会情勢の変化に対応するため、公園・緑地リニューアル計画を改定し

てまいりますとありましたが、ぜひ改定される公園・緑地リニューアル計画に、インクルーシブ公園、

特にバリアフリー遊具についての視点を加えていただきたいと思いますが、見解を伺います。 

 ３項目めとしまして、幼保無償化・保育士の労働条件審査について伺います。10 月から幼児教育無

償化がスタートしました。当初からの懸念として、１、税の再配分における偏重、２、保育需要の高ま

りと待機児童のますますの悪化、３、教育機会の不公平、４、量の増大に伴う質の確保に対する懸念、

５、幼稚園の便乗値上げなど、さまざま指摘されていることに関連し、以下伺います。 

 １、スタートから１カ月たちますが、保育現場からはどのような意見や課題が出ているか伺います。 

 ２、保育士の処遇改善については以前から課題となっていますが、今回の無償化は、利用者の負担軽

減となる一方、保育士の負担が増しているとの指摘があります。無償化に伴う保育士の負担増に対する

悲痛な叫びのニュースも多々見受けられます。特に、保育料がかからなくなった分、有料であっても延

長保育が利用しやすくなり、子どもを遅くまで預ける保護者が倍増し、保育士の負担がふえたとの新聞

記事もありました。無償化がスタートして、本市では保育士側の意見を聞く機会はあったのでしょう

か。もしくは今後予定しているのか伺います。 

 ３、2018 年度第２回定例会において、外部専門家による労働条件審査の必要性を提案しました。新

制度により保育士の退職がふえていると言われている中、保育士の一斉退職が起これば、保育園、保育

士、子ども、利用者、行政など全てにマイナスの事態となってしまいます。そうした最悪の状況を回避

するためにも、今まさに保育士の労働条件審査が必要であると考えますが、見解を伺います。 

 ４項目めとしまして、飼育教育について伺います。飼育教育については、2015 年第２回定例会一般

質問においても取り上げましたので、続編になります。前回も紹介いたしましたが、全国的に注目され

ている動物介在教育の取り組みが本市の近くの小学校で実践されていますので、再度紹介をいたしま

す。 

 2013 年、立教女学院小学校の授業を見学させていただく機会がありました。そこで大変印象的だっ

たのは、教室の中に大型犬が放し飼いになっており、授業中は生徒の足元で静かに寝ているという光景

でありました。詳しく話を聞いてみると、当小学校では 2003 年５月より犬を用いた動物介在教育の



取り組みを行っているということでありました。学校で飼育する動物としては、ウサギや鶏、モルモッ

ト、ハムスターなどが一般的ですが、もっと感情の表現力が高く、子どもたちのよき仲間となることの

できる犬を用いることにしたそうです。子どもたちは毎日、バディとリンクという名の大型犬と自由に

触れ合い、時にはともに行事に参加しながら、共感する心を育てているというお話でした。珍しい取り

組みではありますが、犬を介して生徒と先生、日常の犬のお世話をしているボランティアの方々が一つ

になり、動物と日常を過ごすことが当たり前の環境をつくっていく試みとして、大変感心したことを覚

えております。 

 動物とパートナーとして日常を過ごし、どういった環境がその生き物にとって必要か学び、時には病

気や出産に対応し、最後は命の終わりに向き合う、つまり、動物の生涯をともにするという動物介在教

育にとっての理想の体現をされていると感じました。ここまでの徹底ぶりは、私立という限定された環

境であるからこそ可能であるとは思いますが、飼育動物との向き合い方に関しましては、本市の学校教

育にも参考にしていただきたいと思っております。 

 そこで以下伺います。 

 １、本市の小・中学校での飼育動物の状況、動物の種類・頭数と、その飼育動物の選定理由について

伺います。 

 ２、各校の飼育担当者と日常の飼育内容について伺います。日常の飼育小屋の掃除や餌やり、病気等

への対応などを伺います。 

 ３、飼育教育は、小・中学校教育にどのように位置づけられているのでしょうか。また、具体的な飼

育教育授業の実施内容と実施時間数について伺います。 

 ４、飼育教育についての本市の考え、認識している課題、展望について伺います。 

 ５、動物愛護、生命の尊厳の視点に基づいた適切な飼育教育に対する認識と、獣医師会との連携強化

の必要性について伺います。学校における動物飼育については、豊かな人間性の育成、命の尊厳を学ぶ

ことにつながる一方、不適切な飼育が行われた場合、教育的な観点からは逆効果となる可能性があると

思います。行政も職員も動物飼育の専門家ではありませんので、現状の飼育教育のあり方がその動物に

とって適した飼育がなされているのか、病気になった際の対応など判断が難しい場面も多々あることと

思います。そこで東京都は、小学校において児童による継続的な動物飼育を円滑に実施し、よりよい体



験を与える環境を整えるため、獣医師等との効果的な連携のあり方について検討し実施する、小学校動

物飼育推進校を指定しております。残念ながら、1,200 校以上ある公立小学校の中で、この推進校の

枠はわずか５校のみとなっていますが、ぜひ市内の公立小・中学校においても、推進校の取り組みを参

考にし、獣医師との連携を日常とした飼育教育を実施していただきたいと提案しますが、見解を伺いま

す。 

 ５項目めとしまして、金融リテラシー教育について伺います。2012 年８月、消費者教育推進法が制

定され、消費者教育を提供されることが消費者の権利であることが確認され、国や公共団体の責務とし

て、幼い子どもから高齢者までが学校や地域で被害防止に必要な知識を身につけるための施策を講じる

ことを定めています。学校における消費者教育の推進に関しては、発達段階に応じた教育機会の確保、

研修の充実、人材の活用、学生等の被害防止のための啓発等が定められております。これまで日本の金

融リテラシー教育は各家庭に委ねられ、大方の学校教育ではごく簡単な知識を扱うのみで、日々の生活

や未来へつながる実践的な内容ではないものと認識しています。そうした、家庭に委ねられた金融教育

格差の背景が将来の格差拡大にもつながることも指摘されており、さらには、消費者教育を受けないま

ま社会に出たとしても、クレジットカードは簡単につくることができてしまうという危険な現実が当た

り前になっている。金融リテラシー教育において日本は後進国であると認識しています。 

 さらには、近年のスマートフォンの普及などにより、リスク管理教育の必要性も喫緊の課題となって

おります。先日、小学生のお小遣いをスマホのアプリを使って渡している家庭がふえているというニュ

ースもありました。少額でもおつりが要らず簡単に渡すことができ、いつ何に幾ら使ったかという記録

が残る点が便利であるということです。一方、ネットショップやゲーム等の課金などのサイトと、支払

いアプリのひもづけがなされつつある中で、リスクもふえるという側面も考えられます。そういった背

景から、小学生から消費者教育を初めとした金融リテラシー教育の必要性があると考え、以下伺いま

す。 

 １、金融教育について、小・中学校教育ではどのように位置づけられ、実践されているか伺います。 

 ２、仮想通貨やキャッシュレス化に伴う新たな金融教育、それに伴う金融トラブル防止に関する教育

の必要性についての考えを伺います。 

 ３、金融教育にプラスした金融リテラシー教育について伺います。生活設計や家計管理、金融や経済



の仕組みに関する教育を越えて、キャリア教育、未来へ活用する視点の洗練、さらには、消費行動が社

会に及ぼす影響、フェアトレード、意思決定に関する教育などの金融リテラシー教育の重要性と、学校

教育での体系的な実践について伺います。 

 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。 

 

蔵野恵美子議員の一般質問に順にお答えをしてまいります。 

 まず、大きな１問目の１番目についてです。キッズゾーンについては、ことし５月に滋賀県大津市

で、保育所外の移動中に園児が交通事故により亡くなるという事故や、その後も子どもが被害者となる

交通事故の発生を受け、11 月に厚労省からキッズゾーンの設定の推進について（依頼）という通知が

届いています。関係機関といたしましては、該当する保育施設、警察、子ども育成課、道路課、交通対

策課となりますが、市の主な窓口としては、保育施設を管理する子ども育成課となります。 

 次に、大きな１問目の２番目と３番目につきましては、関連しますのでまとめてお答えをいたしま

す。現在市で行っている保育所等での散歩時の安全対策は、９月に該当の施設、警察、道路課、交通対

策課、子ども育成課で危険箇所の点検を行い、改良等について警察等に伝えているところです。今年度

は、防護柵及び路面標示等の設置並びに外側線の引き直し等 31 カ所の対策箇所のうち５カ所を対策済

みで、残り 26 カ所を対策する予定です。 

 キッズゾーンは、保育所等の周囲 500 メートルを原則として、対象施設、道路管理者、警察と協議

の上、設定することになっております。保育施設によりお散歩の時間が指定できないことと、登下校時

間を規制するスクールゾーンとの違い、施設が近接するとキッズゾーンの範囲が大きくなること、ま

た、設定範囲と散歩先の公園との違いなど、調整・解決すべき課題が多いため、どのような対策が有効

かをこれら関係機関と連携しながら、対応策を考えていきたいと思います。 

 続きまして、大きな２問目の１についてです。本市では狭小な公園が多いため、騒音による近隣への

配慮や、安全な領域の確保などの点から、遊具が設置できる公園は限られていますが、障害の有無にか

かわらず誰もが安心して楽しむことのできる公園整備は、重要な視点であるとは認識をしております。 

 大きな２問目の２番目についてです。本市では狭小な公園が多いこと、また、一定の広さを持つ都立
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公園と本市における狭小な街区公園とでは機能や役割が異なることから、既存遊具をインクルーシブな

大型遊具に改修・更新することは難しいと考えております。 

 大きな２問目の３番目についてです。平成 22 年に策定しました公園・緑地リニューアル計画は、イ

ンクルーシブという具体的な表現はありませんが、バリアフリーの視点を盛り込んだ計画となっており

ます。改定に当たっては、基本的には現行どおりの内容を継承し、部分的に誰でも遊べる遊具の工夫は

行ってまいります。バリアフリー遊具等の視点については、広域的な視点から、まずは面積や施設規模

の大きい都立公園で、対応していただくことを期待したいと考えております。 

 続きまして、大きな３問目の１番目についてです。本市においては、給食も保育の一部であるという

考えや、各施設における給食費徴収の手間等を考慮し、今回の無償化により外出しされた給食費を市が

負担することとしました。そのこともあり、保育現場から意見や課題は出ておりません。また、幼稚園

の中には複数の自治体から園児を受け入れている施設もあるため、書類提出などの事務が増大したとい

う意見が挙がっております。 

 大きな３問目の２番目についてです。無償化による影響について、保育士の意見を聞く場としまして

は、合同での園長会や地域連絡会等の場で聞く機会がありました。施設によっては、無償なので短時間

保育から長時間保育に切りかえたいという問い合わせがありますが、就労実態に合わせて保育時間を決

めており、大きな影響はないと聞いております。今後も引き続き無償化の問題等については、意見を聞

いていきたいと考えます。 

 次に、大きな３問目の３番目についてです。前提として、民間の保育施設に社労士が労働条件審査を

行っている事例は少ないと思われます。その他、市の事業ではありませんが、公益財団法人武蔵野市子

ども協会において、協会における人事・労務管理に関する指導等の委託を行っていると聞いておりま

す。保育所における保育士等職員の労働条件について、事業者ごとに条件が異なりますが、市として

は、国からの運営費に加えて、キャリアアップ補助、さらには市加算で保育士の処遇に寄与する補助を

行っております。また、市では指導検査の職員を配置し、運営や保育、財務について検査を実施してい

るほか、保育上の課題を把握できるよう、保育アドバイザーや保育相談員の巡回により運営支援を行っ

ております。これらの対応を含め、今回の御質問の趣旨である労働条件審査に準ずる対策を講じていき



たいと考えます。 

 他の質問については、教育長からお答えをいたします。 

 

私からは大きい御質問の４番目と５番目、飼育教育についてと金融リテラシー教育についてお答えいた

します。 

 まず、飼育教育についての御質問ですが、飼育している動物で一番多いのがウサギで、小学校８校で

飼育しております。そのほかにも亀やモルモット、チャボなどを飼育している学校がございます。 

 飼育動物の選定理由については、詳細は不明ですが、生活科の学習では、身近な動物や植物などの自

然とかかわりながら学習を進めます。教科書に掲載されている動物を飼育しているのではないかと考え

ております。日常的な飼育動物の世話は、学校によって異なりますが、飼育委員会の活動として行った

り、飼育を担当する学年を決めて行ったりしています。 

 飼育教育の位置づけや授業内容についての御質問ですが、小学校では第１学年生活科の学習で 12 単

位時間程度、飼育動物と触れ合ったり観察をして絵を描いたりする学習を、第２学年で 18 単位時間程

度、身近な場所に生息するなどの生き物を飼育する学習活動を行います。中学校では直接的に生き物を

飼育する学習活動は行っておりません。動物を飼育することについては、学校で生命を扱うことの厳し

さもございますが、生命尊重など子どもたちの豊かな人間性を育む教育の一助になると考えておりま

す。現在も獣医師の方には学校に御訪問いただき、飼育指導等で御助言をいただいていますが、今後も

必要な範囲で御協力をいただきたいと考えています。 

 次に、金融リテラシー教育についての御質問ですが、金融広報中央委員会によると、金融教育は、お

金や金融のさまざまな働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、自分の生き

方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて主体的に行動できる態度を養

う教育と示されています。現在、小・中学校においては、消費者教育の一環として、家庭科や社会科で

学習しております。小学校学習指導要領の家庭科では、買い物の仕組みや消費者の役割が新設され、中

学校家庭科では、売買契約の仕組みや消費者の基本的な権利と責任、消費者被害の背景とその対応の学

習を行います。また、中学校社会科では金融の仕組みについて学習します。中学校で現在使用している
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家庭科や社会科の教科書には仮想通貨の扱いはありませんが、電子マネーやクレジットカードの仕組み

や消費生活被害を防止することについて学習しています。来年度の中学校の新しい教科書採択に当たっ

ては、その観点も踏まえて採択をしてまいりたいと考えています。 

 第３の御質問の金融リテラシー教育について、学習指導要領で定義されたものはございませんが、議

員御指摘の金融リテラシー教育の内容のうち、持続可能な社会の構築に向けて、学習指導要領の中で取

り組めるものについて取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

 

それでは、順番は不同なのですけれども、気になった点を幾つか質問させていただきます。 

 まず、保育士さんの労働条件審査なのですけれども、子ども協会のほうで審査の委託をしているとい

うことなのですが、どういったところに外部委託をしているのかというのを教えていただきたいと思い

ます。どういった専門家の方がどういった内容の審査をされているのかということをもう少し詳しく教

えていただきたいと思います。これが１点。 

 それと、インクルーシブ公園・バリアフリー遊具なのですけども、御答弁の中で、重要な視点である

というのは認識していると。ただ、遊具の更新の際に、大型の遊具での更新は難しいということであり

まして、確かに、今までのものを更新する際に、今までのサイズよりも大きなものを入れるのは難しい

と思うのです。それは当然だと思います。ただ、昨日の質問の中でもあったのですけど、ブランコが３

つぐらいある中の１つのブランコをそういった対応の遊具、インクルーシブ遊具にするというようなこ

とは可能だと思うのです。そういった視点はお持ちでないのかということを再度確認させていただきた

いと思います。 

 それから、都立の公園だとそういった役割ができるのではないかという御答弁もありましたけれど

も、本市にも２つの都立公園があると思います。井の頭恩賜公園と武蔵野中央公園です。（発言する者

あり）小金井公園も武蔵野ですか、では３つありますね。これらのスペースはやはり広いわけです。そ

こに、ぜひバリアフリーの遊具の導入というのを東京都のほうに要望を出すということもできるかと思

うのですけれども、そこについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 
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 続いて、飼育教育についてでございます。頭数についての答弁がなかったのですけれども、実は私、

ことしの１月に教育委員会から、現在の小学校の飼育動物の種類と頭数を確認したデータが出てきたの

で、御紹介させていただくと、ウサギ２匹が一小、四小、千川小。ウサギ１匹が三小、五小、本宿小。

モルモット１匹が大野田小、境南小。チャボ２羽が井之頭小。ウサギ１匹、コイ１匹が関前南小、亀１

頭が桜野小というふうに伺って、ほぼ変更がないということできのう確認させていただいたので、大体

今こういった現状だと思うのですけれども、この飼育頭数をなぜ私は聞いたかと言いますと、動物の健

康状態とか状況にもよるので一概には言えないのですけれど、少なくとも、ウサギやモルモットなどの

集団で生活する生態の動物を１匹だけ飼育するというのは、動物愛護の観点からも正しい飼い方ではな

いという御指摘が実は少なからずあるということはお伝えしておきたいと思います。一概に何か例えば

１匹でいなくてはいけない状況、御理由もさまざまあると思うのですが、こういった御意見があるとい

うことは一応お伝えしておいて、この点に関してぜひ御意見いただければと思います。 

 続いて、飼育内容の答弁の中に、病気の際の対応についての答弁がなかったので、教えていただきた

いと思うのです。飼育動物が元気がなく病気の疑いがあるときに、獣医師さんなどの診察を行っている

のかどうか、対応状況を教えてください。 

 以上です。 

 

私は３点の再質問にお答えをいたします。 

 まず１点目の、子ども協会がどういった形で契約かとのことですが、お答えできる範囲で、社会保険

労務士事務所と人事・労務管理に関する指導顧問契約を結び、御指導をいただいていると聞いておりま

す。 

 続きまして２点目に、遊具の更新の際の視点にバリアフリー遊具はないかとの御質問です。まず前提

といたしまして、公園をリニューアル等する際に、地域の住民の皆様だったり、その公園の果たす機能

とか役割とかをまず考えた上で、市としても計画をつくり、また御意見を聞く形で、近年でも遊具を更

新する際に全く違うものに変えているというような例もあります。公園というのはさまざまな方が御利

用される、また、住宅街の中にあるということを鑑みて、地域にかかわる人、そして利用する人、いろ

◯市 長（松下玲子君） 



いろな関係の方に意見を聞いて、ともにつくっていくというのが重要だという認識を持っております。

その上で、更新するに当たっては、遊具がそのまま残ること、また、なくなることなどもありますの

で、その都度、地域のかかわる方とよく相談をして検討していきたい、その際には、バリアフリーの視

点を持って、遊具自体のバリアフリーというのが、ちょっとまだ今のところ、バリアフリー遊具の定義

ですとか細かな基準なりが示されておりませんので、今後、安全性などもどのようなものかということ

を注視していく必要があると思いますので、公園ごとにしっかりと地域の方や関係する方、利用する

方、さまざまな皆様の意見を伺った上で考えていきたいと思っております。 

 次に、市内にある３つの都立公園にインクルーシブ公園の整備計画があるか、インクルーシブ公園と

して要望をとの御質問かと思います。今後、都立公園にインクルーシブな公園の整備計画を都として持

っていくのか、また、武蔵野市内にある３つの都立公園に具体的な整備予定があるかなど、また、さま

ざまなバリアフリー遊具の基準や定義などを東京都と情報交換を行っていきたいというふうに考えてお

ります。 

 

飼育動物の頭数についてです。ほぼ蔵野議員がお調べいただいた頭数が現状の小学校の飼育数だと思い

ます。いろいろと学校の教育環境であるとか飼育環境との調和からそのような頭数になっているのだと

思いますが、いただいた御意見については、学校のほうにそういう御意見があるということで伝えてま

いりたいと思います。 

 それから、病気になった場合の対応ですが、獣医師会と年間の飼育指導委託の契約をしておりまし

て、その中では、定期的な訪問を行っていただくとか、飼育方法についての助言をいただくとか、動物

に関する相談を受けていただくこととあわせて、動物の診療についても含まれておりますので、基本的

にはその中で対応しております。 
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保育士さんの労働条件審査ですが、社労士さんへの委託を子ども協会のほうでしているということで、

安心いたしました。やはり労働条件審査というのは、予防の役割が大きいと思っています。今問題がな

くても、そういった予防の視点で、外部というのが私はポイントだと思っていて、やはり身内のほうに

は本音は言えない、けれども外部にはそれを伝えたりして、そこで課題が発覚するということは普通の

会社でもあるようなことですので、ぜひその外部の労働条件審査というのは今後も継続していただきた

いと思っております。これは要望です。 

 公園のほうですが、確かに更新の際にいろいろな利用者だとか近隣の方だとか、そういった方の意見

を聞いて、そのときの時流というか要望に応じて、遊具を全く変えるという視点ももちろんありだと思

います。それは重要な視点であると思うのですけど、ということは、その更新のときにバリアフリー遊

具を求められる可能性もあるわけです、ゼロではないわけです。ですので、まあ完全に否定はされてい

ないですけど、その視点はやはりさまざまな公園の中の遊具の一つの候補として、それは検討はいただ

きたいと思っています。その可能性はゼロではないわけですので、それは候補としてとめておいていた

だきたい。 

 ただ、そのバリアフリー遊具の定義がまだはっきりしていないということで、恐らく計画などにその

文言を入れるのは、今の段階では難しいということだというふうに理解いたしましたので、ただ、現在

の公園・緑地リニューアル計画、29 ページなのですけど、テーマのある公園づくりというページがあ

るのです。そこにさまざまな公園をつくっていくということで、休息に特化した公園、それから野草園

やビオトープなど自然のある公園、水遊び、遊具、ボール遊び、プレーパークなどの遊びを重視した公

園、自然観察、農業体験などの体験型公園、そのほかドッグラン、防災公園、バーベキュー広場など、

狭いながらもさまざまな公園を配置していこうという方針になっていますとありますので、私もこの方

針には賛成なのです。何もない公園があってもいいし、遊具がある公園があってもいいと思っています

ので、そのさまざまな公園の中の遊びを重視した公園の遊具、せめてその遊具の更新の際に、バリアフ

リー遊具も候補として検討していただきたいと思っております。改めて御意見をいただきたいと思いま

す。 

 それと都立公園です。こちらもぜひ、可能性がありますので今後注目して、住民とか市民の要望に応

じて導入のほうも意見を上げていただければ、そういうことも検討していただければなと思っていま



す。こちらは要望で構いません。 

 飼育教育のほうですが、ぜひそういった多頭飼いというのですか、それに適した動物もいるという視

点も持っていただきたい。さまざまなスペースの状況だとかはありますけれども、御意見によっては、

そういった間違った飼い方をしているならやめたほうがいいという御意見も実はあったりしますので、

そういった意見もあるということは、ぜひ学校のほうにお伝えいただきたいと思っています。 

 病気の際も獣医師さんと連携されているという答弁でしたので、安心したのです。そういった飼育動

物の治療などの予算というのは、しっかりとっていただきたいと要望しておきます。本市の学校の話で

はないですけれども、小動物の場合、治療費よりも購入費のほうが安いということもあって、治療を受

けさせずに、亡くなったら新しい動物を購入するということがあるということも伺っています。もちろ

ん本市の話ではないです。そういった話も伺っていますので、そういったことをすると、飼育教育の本

来の意味というのがない、むしろ逆効果になってしまう、それを見ている子どもたちにとって逆効果な

教育になりますので、ぜひ飼育動物に対する治療費を含んだ予算を学校のほうでもしっかりとっていた

だくということを改めて確認させていただきたいと思います。とりあえず以上で。 

9◯市 長（松下玲子君）  再質問の中で、公園・緑地リニューアル計画の中でもテーマのある公園

づくりとして、武蔵野市内にはそれぞれその公園の土地の経緯だったり、周辺の環境だったり、さまざ

まな形でテーマ性のある公園ができております。その中の一つにバリアフリー遊具を配置してはとの御

視点からの御質問かと思います。御趣旨は大変よくわかります。その上で、今後、公園づくりというの

は個別の公園ごとにそれぞれ機能があり、また、近隣にお住まいの方というのもいらっしゃるので、そ

の中でまた考えていきたいと思いますし、私の中の問題意識の一つとして、例えばバリアフリー遊具と

言われているものを集約して置いたから、障害をお持ちの方が逆にそこ以外に行きづらくなるような形

では違うと思うのです。何か特別なものをつくると、ほかのところにいるときに、何か排除的な目が向

けられないかという、そういう懸念も実は私の問題意識としては持っております。１つに集約していい

ものと、集約するとほかの利用を妨げることにならないかなという配慮が必要なのではないかなという

思いもありますので、ぜひ今後、公園・緑地リニューアル計画を定めていく中で、パブコメ等、またさ

まざま御意見等も伺っていきたいと思いますので、その中でも御議論いただいて、よりよい公園づく

り、誰もが楽しく利用できる公園づくりを行っていきたいと思っております。 



 

飼育方法についての御意見は、先ほど答弁申し上げたとおり、学校に伝えてまいりたいと思います。 

 それから、先ほど御紹介した獣医師会との飼育指導の年間の委託契約ですが、その範囲を越えるよう

な治療が必要な場合については、やはりこれは教育企画課のほうで教育委員会として一括して予算を持

っていますので、その中で対応してまいりたいと考えています。 

 

公園について、ぜひそのように前向きな視点も加えつつ、検討していただきたいと思います。 

 先ほどの飼育教育の予算の件ですが、こちらのほうもそういったときには予算についても対応すると

いう御答弁をいただきましたので、大変心強く思っております。正しい形の飼育教育というものをぜひ

追求していただきたいと思っております。 

 学校の先生たちとか、行政もそうですけど、動物の専門家ではないので、ぜひそういった視点で、で

は教科書には、例えば自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心を持ち、自然のすばらし

さに気づき、自然を大切にしたり、自分たちの遊びや生活を工夫したりすることができるようにすると

というような目的が書いてあるけれども、では実際にそれを現場としてどうやって教えていくかという

のは大変難しいと思うのです、専門家ではないので。ですので、ぜひそういった獣医師会とのつながり

だとか、あと、壇上でも紹介しました動物飼育推進校の取り組みの実践ですとか、あと、2014 年度に

東京都が作成した、学校飼育動物にかかる獣医師を活用するためのガイドラインというものも出ていま

すので、ぜひ参考にしていただきたいとは思います。ただ、これも実は、こういった御紹介したガイド

ラインも人間目線でのガイドラインで、動物目線が不足しているという御意見も実はあります。ですの

で、それぞれの動物の生態を十分考慮した上で、先生たちもそれを子どもたちと一緒に学びながら、こ

うした参考事例についてぜひ活用していただきたいと思いますが、この点についても御意見をいただき

たいと思います。 

 それと、金融リテラシー教育ですが、御答弁いただきましたように、金融広報中央委員会というもの
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があって、そこで結構具体的な金融教育についての実践などの紹介だとか、学校の取り組みだとかを紹

介しているのです。ですので、ぜひこちらのほうもそういった実践を先生方も参考にしていただいて、

取り入れていただければ、実際の実践の教育というのに役立てるのかと思います。でも、先生たちもい

ろいろこういった子どもを取り巻く状況が今激化していて、いろいろなそういった特別授業というのが

ふえている中でなかなか大変だと思うのですけれども、この金融教育というのは、今キャッシュレス化

に伴って喫緊の課題であると思っていますので、ぜひ注目していただきたいというふうに思っておりま

す。これは要望にしておきます。 

 キッズゾーン、これは、狭い本市の中にたくさんの小学校とか保育園が点在している中でスクールゾ

ーンやキッズゾーンを定めると、結構な面積が規制の区間になってしまうという、なかなか難しい状況

であるということは理解いたしました。ですので、キッズゾーンだけではなくて、そういったさまざま

な工夫で危険箇所の表示の可能性を探るということもあるかと思います。場所によっては時間制限がな

いタイプのキッズゾーンの道路標示だとか、標識や看板タイプの標示とかという併用もあると思います

ので、この点についていかがでしょうかということでお聞きしておきたいと思います。 

 それと、現在新設中の保育園、吉祥寺南町のきらめき保育園と、あと境のまなびの森保育園、こちら

についてもぜひお散歩ルートの検証、それからキッズゾーンも含めた危険箇所標示の検証を開園前にぜ

ひ実施しておいていただきたいと思っています。この点についても伺っておきたいと思います。 

 あと、先日配布されました保育園の父母会連合会からの要望書のほうにも、園周辺の危険箇所につい

て御指摘が添付されていますので、ぜひこういった保護者側の視点も参考にしていただきたいと思って

います。この点についても御答弁いただければと思います。 

 

キッズゾーンに関係しての御質問です。先ほどお答えしました中で、全部で 31 カ所の対策箇所のうち

５カ所を対策済みで、残りの 26 カ所を今年度中に全て対策を終える予定となっております。また、交

差点等、都道に関するところなどの課題もあり、そちらは交差点改良などの要望は引き続き行っていき

たいと考えております。その上で、やはりキッズゾーンの有無にかかわらず、子どもたちの安全な歩行

について市としてでき得ることを行っていきたいと考えております。 
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 新設する保育園にも、その視点が必要ではないかとのことです。そうですね、これから具体的にさま

ざま新設保育園について、建物ができ、これから保育園の具体的な内容についてまた考えていくところ

になっておりますので、事前にどういった形で散歩ルートを設定するか等、開園前の検証というのは必

要な視点だと私も認識をしております。 

 そして、保護者の御意見について、直接私に御要望書をいただき、その際にも意見交換をいたしまし

た。保護者の皆様の御意見や、保育士、また関係する機関とよく協議の上、引き続き安全対策を行って

いきたいと考えております。 

 

飼育方法についての御質問ですが、動物を飼育することというのは、子どもの意外なよさというか、強

みを見つける機会にもなるのです。ザリガニのつかみ方が、こうやるんだよとかといって一目置かれる

ようになったり、先日、ある小学校のプレセカンドスクールに同行したときに、水生動物の権威だとい

って紹介してくれて、何かしょっちゅうお父さんに水族館に連れて行ってもらって、水生動物だったら

その子に聞けみたいなこともあったりしますので、それに限らず、いろいろな動物に触れ合うこと、あ

るいは生老病死に触れ合うことで子どもたちが得られることも大きいと思いますので、その意義につい

ては、学習指導要領の中でも触れられていることで、学校でも取り組まれておりますが、正しい飼育方

法を伝えるということも必要だと思いますので、先ほど申し上げたように、そういった御意見について

は学校に紹介をして、そこへつながるように図っていきたいと思っております。 
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