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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○議長（武居弘治議員） ただいまから令和４年３月三郷市議会定例会を開会いたします。 

  ただいまの出席議員は24名であります。定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○議長（武居弘治議員） 直ちに本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（武居弘治議員） この際、諸般の報告を行います。 

  本定例会において、地方自治法第121条第１項の規定により、説明員となる出席者の一覧、

提出議案一覧表及び本日の議事日程につきましては、皆様のお手元に配付いたしてございま

す。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議席の一部変更 

○議長（武居弘治議員） 日程第１、議席の一部変更を議題といたします。 

  宇治由紀子議員の議席につきまして、会議規則第４条第３項の規定により、お手元に配付

いたしました議席表のとおり、変更したいと思います。 

  お諮りいたします。 

  配付いたしました議席表のとおり、議席を変更することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（武居弘治議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、配布いたしました議席表のとおり、議席を変更することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時０１分 

 

再開 午前１０時０２分 

 

○議長（武居弘治議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（武居弘治議員） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において 

   １３番 佐々木   修 議員 

   １４番 柳 瀬 勝 彦 議員 

   １５番 加 藤 英 泉 議員 

  以上、３名を指名いたします。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（武居弘治議員） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  本定例会の会期については、去る２月21日、議会運営委員会が開催されましたので、その

結果について議会運営委員長より報告願います。 

  佐藤裕之議員。 

〔佐藤裕之議会運営委員長 登壇〕 

○議会運営委員長（佐藤裕之議員） おはようございます。 

  去る２月21日、議会運営委員会が開催されましたので、ご報告いたします。 
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  ３月定例会の会期につきましては、本日２月28日から３月18日までの19日間に決定いたし

ました。 

  提出案件につきましては、報告６件、議案24件であります。説明員としての出席者につき

ましては、市長はじめ21名でございます。 

  次に、本日、この会期の決定後、市長の施政方針表明がございます。 

  次に、９月定例会において適任としました人権擁護委員の石井秀誉氏、中村三郎氏が１月

に委嘱されましたので、閉会日の開議前にご紹介がございます。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 以上で議会運営委員長の報告を終わります。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から３月18日までの19日間とい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（武居弘治議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から３月18日までの19日間と決しました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎市長の施政方針表明 

○議長（武居弘治議員） 日程第４、本定例会に当たりまして、市長より令和４年度の施政方

針表明をいたしたい旨の申出がございますので、これを許します。 

  木津雅●市長。 

〔木津雅●市長 登壇〕 

○市長（木津雅▲） おはようございます。３月定例市議会の開会に当たり、令和４年度にお

ける市政運営の基本的な考え方と施策の概要について申し上げます。 

  新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、今年度におきましても、引き続き、議

員各位のご理解を賜り、市民生活と地域経済を守るための多くの独自施策を実施してまいり

ました。また、ワクチン接種につきましても、三郷市医師会をはじめ関係機関ご協力の下、

推進しているところでございます。 

  令和４年度におきましても、新型コロナウイルス感染症対策に注力するとともに、今年は
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昭和47年５月３日の市制施行から50年の節目を迎えることから、キャッチフレーズ「わたし

たちの未来『みさとっぽく、みさと色』」の下、５月22日の記念式典、７月17日のＮＨＫの

ど自慢、ラッピングバスの運行など、多くの記念事業を実施し、市を挙げて50周年を祝って

まいります。 

  新年度におきましても、先人たちの努力により発展を続けてきた本市の歩みを止めること

なく、「ふるさと三郷 みんながほほえむまちづくり」をさらに推進するため、第５次三郷

市総合計画に掲げる３つの重点テーマ、１つ目「持続可能な拠点の形成～まちづくりは道づ

くり～」、２つ目「多様性のある地域の確立～地域コミュニティの充実～」、３つ目「質の

高い教育と切れ目ない子育て支援の強化～子どもたちの成長を見守る・夢を育む～」、以上

３つの重点テーマにおける主要な事業をはじめ、各施策を着実に推進してまいります。 

  それでは、令和４年度当初予算の大要についてご説明いたします。 

  令和４年度の一般会計当初予算は、前年度比で6.8％、35億円の増加となる552億円を計上

しており、15年連続の増額、過去最高の予算額となります。 

  歳入につきましては、まちづくりが順調に進み、今年１月１日時点の推計人口が先月比で

県内１位の増加数となるなど、人口増加が続いていることなどから、市民税、固定資産税な

どの増収が見込まれ、市税は前年度比で1.5％、約３億1,000万円の増額となる約215億円を

計上し、歳入全体に占める割合は39％となります。 

  歳出につきましては、市制施行50周年を迎える本市が、さらに飛躍・発展を遂げるための

多くの施策を盛り込んだ積極的な予算といたしました。 

  それでは、重点テーマごとに主要な事業を申し上げます。 

  まず、「持続可能な拠点の形成～まちづくりは道づくり～」についてでございますが、地

域拠点基盤整備（フルインター化）事業では、常磐自動車道三郷料金所スマートインターチ

ェンジについて、東京方面の乗り降りも可能となるフルインター化を引き続き進めるととも

に、アクセス道路を整備してまいります。 

  また、（仮称）三郷流山橋につきましては、来年の春の開通に向けて工事が順調に進めら

れており、引き続き、埼玉県と連携を図ってまいります。 

  南部地域拠点防災コミュニティ施設整備事業では、市南部地域のさらなる活性化に向け、

防災やコミュニティ機能を備えた施設を整備するための調査等を行います。 

  土地区画整理支援事業では、三郷駅南口周辺地域の利便性向上や交通環境の改善を図るた

めの検討を進めてまいります。 
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  都市公園等整備事業では、インター南中央公園に、障がいの有無にかかわらず、誰もが分

け隔てなく楽しむことができる遊び場を設け、本市初となりますインクルーシブ公園を整備

いたします。 

  なお、この事業につきましては、本市と相互協力の包括協定を締結しております跡見学園

女子大学の学生などからアイデアを募り、検討を進めたところでございます。 

  不燃物処理場整備事業では、三郷市一般廃棄物不燃物処理場について、ごみの資源化や細

分化に対応するため、更新に向けた用地取得などを進めてまいります。 

  学校給食センター整備等事業では、施設の経年劣化が進んでいる岩野木学校給食センター

について、瑞沼市民センター敷地内への建て替えに向けた実施設計を行います。 

  次に、「多様性のある地域の確立～地域コミュニティの充実～」についてでございますが、

三郷市多世代交流複合施設整備等事業では、子どもから高齢者までの多様な世代間の交流や

市民活動・文化活動の拠点とし、交流・多目的スペース、児童館、温浴施設、市役所出張所

などを備えた複合コミュニティ施設「希望の郷交流センター」を整備いたします。 

  なお、施設の名称につきましては、地域の小学６年生から応募をいただいた114点の中か

ら決定したものであり、希望あふれるまちになってほしいとの期待が込められております。 

  観光振興事業では、江戸川河川敷などの水辺空間を活用した観光振興について、市民、事

業者、国・県などと連携しながら検討を進めてまいります。 

  相談支援事業では、障がいのあるかたが地域で安心して暮らすとともに、社会参加がより

促進されるよう、相談支援の体制の整備・強化を図ってまいります。 

  中小企業経営・創業支援事業では、中小企業の振興及び若者の雇用促進を図るため、個人

事業主や従業員が業務に必要な国家資格を取得するための費用について、１人につき５万円

を上限に補助いたします。 

  陸上競技場運営管理事業では、平成30年６月に日本陸上競技連盟第４種公認の競技場とし

てオープンしました三郷市陸上競技場について、令和５年５月に５年の公認期間が経過する

ことから、新たに第３種の公認を取得するための必要な修繕等を行ってまいります。 

  特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会運営事業では、本市では12年ぶりとなります特別巡

回ラジオ体操・みんなの体操会を７月21日に、三郷市陸上競技場において市制施行50周年記

念事業として開催し、競技場と小学校をオンラインで結び、コロナ禍においても多くのかた

が参加できるよう対応いたします。 

  次に、「質の高い教育と切れ目ない子育て支援の強化～子どもたちの成長を見守る・夢を
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育む～」についてでございますが、送迎保育事業では、送迎保育ステーション及びルートを

増設し、さらに、送迎する施設も増やし再編するとともに、充実を図ります。 

  病児・病後児保育事業では、予約システムを導入し、病児・病後児保育の利便性向上を図

ります。 

  妊産婦健康診査等事業では、出産後１か月頃に受診する産婦健康診査並びに多胎妊娠のか

たの妊婦健康診査について、費用の一部を新たに助成いたします。 

  教育相談室運営事業では、発達検査を担当するカウンセラーを配置し、検査件数を増やす

ことなどにより、特別な支援を必要とする児童に対して、より適した支援や指導を行ってま

いります。 

  以上、令和４年度における市政運営の基本的な考え方と施策の概要について申し上げまし

た。 

  市制施行50周年を迎えた本市が、さらに魅力あるまちとなるよう、今後におきましても、

常にスピード感を持ち、市民感覚と経営感覚を大切にしながら、「ふるさと三郷 みんなが

ほほえむまちづくり」を推進してまいります。 

  新年度におきましても、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を切にお願い申し上

げ、令和４年度の施政方針といたします。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第１号～報告第６号について 

○議長（武居弘治議員） 日程第５、報告第１号から報告第６号までの報告書が提出されてお

ります。 

  提出されました６報告につきましては、皆様のお手元に配付いたしてございますので、こ

れにてご了承願います。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４号～議案第６号の上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第６、議案第４号から議案第６号までを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  相馬喜一建設部長。 

〔相馬喜一建設部長 登壇〕 

○建設部長（相馬喜一） 順次ご説明申し上げます。 

  初めに、議案第４号 三郷市道路線の廃止につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の１ページと議案参考資料の１ページから10ページを併せてご覧いただければと存

じます。 

  提案理由でございますが、市道用地の払下げ及び国道298号と接続する市道の管理区分の

整理に伴い、市道1144号線ほか４路線の計５路線を廃止いたしたく、この案を提出するもの

でございます。 

  なお、法的根拠といたしましては、道路法第10条第１項の規定に基づき、路線を廃止する

ものでございます。 

  続きまして、議案第５号 三郷市道路線の変更につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の２ページから４ページと、議案参考資料の11ページから21ページを併せてご覧い

ただければと存じます。 

  提案理由でございますが、市道用地の払下げ及び国道298号と接続する市道の管理区分の

整理に伴い、市道0217号線ほか13路線の計14路線を変更いたしたく、この案を提出するもの

でございます。 

  なお、法的根拠といたしましては、道路法第10条第２項の規定に基づき、路線を変更する

ものでございます。 

  続きまして、議案第６号 三郷市道路線の認定につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の５ページから６ページと、議案参考資料の22ページから37ページを併せてご覧い

ただければと存じます。 

  提案理由でございますが、開発行為による道路及び国道298号と接続する市道の管理区分

の整理に伴い、市道3234号線ほか７路線の計８路線を認定いたしたく、この案を提出するも

のでございます。 

  なお、法的根拠といたしましては、道路法第８条第２項の規定に基づき、路線を認定する

ものでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◎議案第７号～議案第１９号の上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第７、議案第７号から議案第19号までを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  議案第７号から議案第10号及び議案第19号の提案理由の説明を求めます。 

  島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 順次ご説明申し上げます。 

  初めに、議案第７号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び三郷市教育委員会教育長

の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書７ページ、議案参考資料38ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、一般職の職員に対して支給する期末手当の支給月数の改定との

権衡を考慮し、市長及び副市長並びに教育長に対して支給する期末手当の支給月数の改定等

をしたいので、この案を提出するものでございます。 

  それでは内容についてご説明申し上げます。 

  市長及び副市長並びに教育長に支給する給与にそれぞれ通勤手当を追加し、令和４年６月

期以降の市長及び副市長並びに教育長の期末手当の支給月数につきまして、６月期及び12月

期をそれぞれ0.075月分、年間で0.15月分を引き下げるものでございます。 

  附則でございますが、第１項では施行期日を規定しており、公布の日から施行するもので

ございます。 

  第２項及び第３項は、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置を規定しており、

令和４年６月期に支給する期末手当の額から、令和３年12月期に支給された期末手当の額に

222.5分の15の割合を乗じて得た額を調整額として減額するものでございます。 

  続きまして、議案第８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご

説明申し上げます。 

  議案書９ページ、議案参考資料40ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、一般職の国家公務員の期末手当の支給月数との権衡を考慮し、

一般職の職員の期末手当の支給月数の改定等をしたいので、この案を提出するものでござい

ます。 

  内容につきましてご説明申し上げます。 
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  令和４年６月期以降の期末手当の支給月数につきまして、再任用職員以外の職員について

は６月期及び12月期それぞれ0.075月分、再任用職員については0.05月分を引き下げるもの

でございます。これにより、年間の期末勤勉手当の合計支給月数は、再任用職員以外の職員

が4.3月、再任用職員が2.25月となります。 

  附則でございますが、第１項では施行期日を規定しており、公布の日から施行するもので

ございます。 

  第２項は、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置を規定しており、令和４年

６月期に支給する期末手当の額から、令和３年12月期に支給された期末手当の額に、再任用

職員以外の職員については127.5分の15、再任用職員については72.5分の10の割合を乗じて

得た額を調整額として減額するものでございます。 

  続きまして、議案第９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書11ページ、議案参考資料42ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症の対応等のため、保健センター管理

者の業務を追加したことに伴い報酬を改定したいので、この案を提出するものでございます。 

  内容についてご説明を申し上げます。 

  条例別表第１で定める保健センター管理者の報酬額につきまして、現行の月額３万5,000

円から６万円に改め、月額に加え、１日につき２万5,000円の報酬額を追加するものでござ

います。 

  附則でございますが、この条例は令和４年４月１日から施行するものでございます。 

  続きまして、議案第10号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書12ページ、議案参考資料43ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために、休暇の

新設、休業等の取得要件の緩和等をしたいので、この案を提出するものでございます。 

  それでは内容についてご説明申し上げます。 

  改正条例第１条の職員の育児休業等に関する条例でございますが、条例第２条及び第17条

で定める、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を定める規定から、「在職期間が

１年以上」の規定を削除するものでございます。 

  また、職員が育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するため、新たに「妊娠又は出産等
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について申出があった場合における措置等」及び「勤務環境の整備に関する措置」の規定を

追加するものでございます。 

  続きまして、改正条例第２条の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例でございます

が、条例第14条に規定する特別休暇につきまして、新たに「不妊治療に係る通院等のための

休暇」を追加するものでございます。 

  最後に、附則でございますが、この条例は令和４年４月１日から施行するものでございま

す。 

  続きまして、議案第19号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更につきましてご説明申し

上げます。 

  議案書、少しページが飛びまして、31ページ、議案参考資料64ページをお開き願います。 

  令和４年４月１日から「埼玉県都市競艇組合」が「埼玉県都市ボートレース企業団」に名

称変更することに伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したい

ので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。 

  以上で議案第７号から議案第10号及び議案第19号の説明を終わります。ご審議賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 議案第11号の提案理由の説明を求めます。 

  平川俊之財務部長。 

〔平川俊之財務部長 登壇〕 

○財務部長（平川俊之） 議案第11号 三郷市手数料徴収条例の一部を改正する条例につきま

してご説明いたします。 

  ページ戻りまして、議案書14ページ、議案参考資料46ページをお開き願います。 

  初めに、提案理由でございますが、都市計画法施行規則及び動物の愛護及び管理に関する

法律の改正に伴い、条例の整備を図りたいので、この案を提出するものでございます。 

  改正内容でございますが、第２条第31号につきましては、都市計画法施行規則の一部改正

に伴い、引用する規定に「第60条第２項」が新設されたため、「第60条」を「第60条第１

項」に改めるものでございます。 

  第２条第36号につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、販売

される犬へのマイクロチップの装着等が義務化され、狂犬病予防法の特例の施行により、犬

に装着されているマイクロチップを、狂犬病予防法に基づく鑑札とみなすことに伴う改正で

ございます。 
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  マイクロチップが装着済みで犬の所有者に鑑札を交付しない場合は、登録手数料3,000円

の納付が不要となるため、「3,000円」の次に「（鑑札とみなされたマイクロチップが装着

された犬は除く。）」を加えるものでございます。 

  附則でございますが、この条例は、第２条第31号の改正につきましては令和４年４月１日

から、第２条第36号の改正につきましては令和４年６月１日から施行するものでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（武居弘治議員） 議案第12号及び議案第13号の提案理由の説明を求めます。 

  小暮勲市民経済部長。 

〔小暮 勲市民経済部長 登壇〕 

○市民経済部長（小暮 勲） 順次ご説明申し上げます。 

  初めに、議案第12号 三郷市立希望の郷交流センター設置及び管理条例につきましてご説

明申し上げます。 

  議案書の15ページをご覧ください。 

  初めに、提案理由でございますが、子どもから高齢者までの多様な世代間交流の場を、市

民活動及び文化活動の拠点として設け、教養の向上並びに健康及び福祉の増進に寄与するた

め、三郷市立希望の郷交流センターを設置したいので、この案を提出するものでございます。 

  それでは内容をご説明申し上げます。 

  第１条から第４条は、設置の趣旨、名称及び位置、業務、配置する職員に関する規定でご

ざいます。 

  第５条から第９条は、休館日や利用時間のほか、利用に当たる許可や制限事項に関する規

定でございます。 

  第10条は、温浴室の利用に関する規定でございます。 

  第11条から第15条は、利用期間や使用料の納付等に関する規定でございます。 

  第16条から第18条は、禁止事項や利用許可の取消事項に関する規定でございます。 

  第19条から第20条は、原状回復、損害賠償に関する規定でございます。 

  第21条から第26条は、指定管理者に行わせる業務、指定の手続及び指定後の公表等、管理

の基準等、指定取消や停止に該当する事項、指定管理者が施設の現状変更等を行う場合に関

する規定でございます。 

  第27条は、規則への委任に関する規定でございます。 

  なお、附則でございますが、第１項は施行期日の規則への委任について、第２項は指定管
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理者の準備行為は施行日前にも行うことができることに関する規定でございます。 

  最後に、別表につきましては、会議室等の時間帯別における基本使用料に関する規定でご

ざいます。 

  なお、備考の第１項は市民情報ギャラリーなどの使用料について、第２項は割増使用料に

ついて、第３項と第４項は利用時間を延長した場合の取扱いについて、第５項は使用料の算

出に当たっての端数処理についての規定でございます。 

  続きまして、議案第13号 三郷市役所出張所設置条例の一部を改正する条例につきまして

ご説明申し上げます。 

  議案書の23ページ、議案参考資料の47ページを併せてご覧ください。 

  提案理由でございますが、三郷市役所出張所が三郷市立希望の郷交流センター内へ移転す

ることに伴い、条例の整備を図りたいので、この案を提出するものでございます。 

  それでは改正内容をご説明申し上げます。 

  第２条の表中、名称を「市役所みさと団地出張所」から「市役所三郷市立希望の郷交流セ

ンター出張所」に、位置を「三郷市彦成三丁目７番３－102号」から「三郷市彦成三丁目７

番19号」に、所管区域を「采女一丁目、住居表示による彦成三丁目及び彦成四丁目」から

「市内全域」にするものでございます。 

  なお、附則でございますが、施行期日の規則への委任について規定するものでございます。 

  以上で議案第12号及び議案第13号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（武居弘治議員） 議案第14号の提案理由の説明を求めます。 

  益子敏幸スポーツ健康部長。 

〔益子敏幸スポーツ健康部長 登壇〕 

○スポーツ健康部長（益子敏幸） 議案第14号 三郷市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書24ページ、議案参考資料48ページをお開き願います。 

  初めに、提案理由でございますが、地方税法等の改正により、条例の整備を図りたいので、

この案を提出するものでございます。 

  改正の内容でございますが、未就学児に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額の５割の軽減措置が新設されたことに伴い、条文を整備するものでござい

ます。 
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  なお、附則でございますが、この条例の施行期日は令和４年４月１日とするものでござい

ます。 

  第２項につきましては、適用区分を規定するものでございます。 

  以上で議案第14号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 議案第15号の提案理由の説明を求めます。 

  大石京子子ども未来部長。 

〔大石京子子ども未来部長 登壇〕 

○子ども未来部長（大石京子） 議案第15号 三郷市立児童館設置及び管理条例の一部を改正

する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書26ページ、議案参考資料59、60ページをご覧いただければと存じます。 

  提案理由でございますが、三郷市立北児童館が三郷市立希望の郷交流センターに移転する

ことに伴い、条例の整備を図りたいので、この案を提出するものでございます。 

  改正の内容でございますが、第１条第２項は、北児童館の位置を三郷市彦成三丁目７番19

号に変更するものでございます。 

  第５条第１項は、児童館を利用することができる者に、「児童に同伴する保護者」を加え、

第２項は、市長の承認を得て利用することができる者の規定を、「児童の健全育成を目的と

する団体等」に改めるものでございます。 

  その他につきましては、文言等を整理するものでございます。 

  附則でございますが、この条例の施行期日を、規則で定める日と規定するものでございま

す。 

  以上で議案第15号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 議案第16号の提案理由の説明を求めます。 

  浅香一雄消防長。 

〔浅香一雄消防長 登壇〕 

○消防長（浅香一雄） 議案第16号 三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書27ページ、議案参考資料61ページをご覧ください。 

  初めに、提案理由でございますが、消防団員の処遇を改善することにより、消防団員の入

団を促進するとともに、その継続的な活動の維持を図ることを目的として報酬額を引き上げ

るため、この案を提出するものでございます。 
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  それでは内容についてご説明申し上げます。 

  消防団員が火災、警戒、その他の災害に出場した場合、現在、費用弁償として１回2,400

円を支払っておりますが、出場報酬として日額8,000円に引き上げるものでございます。 

  なお附則でございますが、この条例の施行期日は令和４年４月１日からとするものでござ

います。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 議案第17号の提案理由の説明を求めます。 

  魚躬隆夫学校教育部長。 

〔魚躬隆夫学校教育部長 登壇〕 

○学校教育部長（魚躬隆夫） 議案第17号 三郷市立学校設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書29ページ、議案参考資料62ページをご覧ください。 

  初めに、提案理由でございますが、三郷市立前間小学校と三郷市立後谷小学校の統合に伴

い、条例の整備を図りたいので、この案を提出するものでございます。 

  改正の内容でございますが、別表中、三郷市立後谷小学校の項を削るものでございます。 

  附則でございますが、この条例は令和６年４月１日から施行するものでございます。 

  以上で議案第17号の説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（武居弘治議員） 議案第18号の提案理由の説明を求めます。 

  梅澤十三男生涯学習部長。 

〔梅澤十三男生涯学習部長 登壇〕 

○生涯学習部長（梅澤十三男） 議案第18号 三郷市立公民館設置及び管理条例の一部を改正

する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の30ページ、議案参考資料の63ページ、新旧対照表を併せてご覧いただければと存

じます。 

  提案理由でございますが、三郷市立北公民館の移転に伴い、条例の整備を図りたいので、

この案を提出するものでございます。 

  改正内容でございますが、第２条の表中、三郷市立北公民館の位置を「彦成三丁目７番

19-101号」から「上彦名870番地 三郷市立瑞沼市民センター内」に改めるものでございま

す。 

  また、使用料の納付や還付等を規定している第６条、第７条及び別表を削り、第８条を第
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６条に繰り上げるものでございます。 

  附則でございますが、この条例の施行日は令和４年４月１日とするものでございます。 

  以上で議案第18号の説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４７分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（武居弘治議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２０号及び議案第２１号の上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第８、議案第20号及び議案第21号を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  議案第20号の提案理由の説明を求めます。 

  平川俊之財務部長。 

〔平川俊之財務部長 登壇〕 

○財務部長（平川俊之） 議案第20号 令和３年度三郷市一般会計補正予算（第12号）につき

ましてご説明いたします。 

  恐れ入りますが、別冊の補正予算書２ページをお開き願います。 

  第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ21億1,701万5,000円を追

加し、総額を650億9,927万4,000円とするものでございます。 

  第２条繰越明許費の補正、第３条債務負担行為の補正及び第４条地方債の補正につきまし

ては、５ページ以降をご覧ください。 

  第２表繰越明許費補正でございますが、国の補正予算成立により前倒して予算計上する事

業を含め、年度内に支出が終わらない見込みの17事業について翌年度に繰り越すものでござ

います。 

  ６ページの第３表債務負担行為補正でございますが、個人番号カード環境整備事業につき
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ましては、マイナポイント設定支援の委託事業を、令和４年度にかけて継続して実施するた

めのものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開き願います。 

  第４表地方債補正でございますが、新たな記載を追加し、また、国の補正による補助額が

確定したこと等により、限度額を増額するものでございます。 

  11ページ、12ページをお開き願います。 

  ２歳入でございます。 

  個人市民税から都市計画税までの各税目につきましては、賦課徴収の実績見込み等による

増減でございます。 

  普通交付税につきましては、国の補正予算に伴う追加交付分でございます。 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、国庫補助事業の地方

負担額を算定基礎として追加交付されるものでございます。 

  保育対策総合支援事業費補助金につきましては、保育所及び認定こども園の感染症対策に

対する国庫補助金でございます。 

  社会資本整備総合交付金（地域拠点整備分）につきましては、交付額の決定に伴う減額で

ございます。 

  学校施設環境改善交付金につきましては、中学校校舎改修事業に係るもので、国の補正予

算措置に伴うものでございます。 

  13ページ、14ページをお開き願います。 

  三郷市三郷インターＡ地区等公共施設整備基金繰入金につきましては、北中学校校舎改修

事業に充当するため、繰り入れるものでございます。 

  市債の各項目につきましては、国の補正予算対象事業に係る追加分などでございます。 

  15ページ、16ページをお開き願います。 

  ３歳出でございます。 

  財政調整基金積立につきましては、補正による差額を積み立てるものでございます。補正

後の基金残高は、約38億4,000万円を見込んでおります。 

  減債基金積立につきましては、先ほどご説明いたしました普通交付税追加交付分のうち、

臨時財政対策債償還基金費分を積み立てるものでございます。 

  民間保育所等運営支援事業及び認定こども園運営改善費等支援事業につきましては、新型

コロナウイルス対策のため、保育士が勤務時間外や休日に保育室等の消毒、清掃をすること
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で生じる手当や、感染防止用品の購入費用などを支援するものでございます。 

  17ページ、18ページをお開き願います。 

  中学校校舎改修事業につきましては、北中学校校舎の大規模改修工事に係るものでござい

ます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（武居弘治議員） 議案第21号の提案理由の説明を求めます。 

  益子敏幸スポーツ健康部長。 

〔益子敏幸スポーツ健康部長 登壇〕 

○スポーツ健康部長（益子敏幸） 議案第21号 令和３年度三郷市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）につきましてご説明申し上げます。 

  別冊の補正予算書21ページをお開き願います。 

  今回の補正につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ５億

6,700万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ146億8,394万1,000円と定めるものでご

ざいます。 

  ページ少し飛びまして、26、27ページをお開き願います。 

  １款１項１目一般被保険者国民健康保険税につきましては、収入見込みに基づき、減額す

るものでございます。 

  ５款１項１目保険給付費等交付金につきましては、普通交付金の交付見込みに基づき、増

額するものでございます。 

  ７款２項１目基金繰入金につきましては、不足額を補うため、9,884万8,000円を国民健康

保険財政調整基金から繰り入れるものでございます。 

  次に、歳出でございますが、次ページ、28、29ページをお開き願います。 

  ２款保険給付費でございますが、１項１目一般被保険者療養給付費から２項１目一般被保

険者高額療養費につきましては、支出見込みに基づき、それぞれ増額するものでございます。 

  以上で議案第21号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２２号～議案第２７号の上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第９、議案第22号から議案第27号までを議題といたします。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  議案第22号の提案理由の説明を求めます。 

  歳入について説明を求めます。 

  平川俊之財務部長。 

〔平川俊之財務部長 登壇〕 

○財務部長（平川俊之） 議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算、歳入につきましてご

説明いたします。 

  予算書の３ページをお開き願います。 

  第１条でございますが、歳入歳出予算の総額を552億円と定めるものでございます。 

  第２条債務負担行為及び第３条地方債につきましては、この後ご説明いたします。 

  第４条一時借入金につきましては、最高額を前年度と同額の30億円とするものでございま

す。 

  第５条歳出予算の流用につきましては、予算額に過不足を生じた場合の流用について定め

るものでございます。 

  ８ページ、９ページをお開き願います。 

  第２表債務負担行為につきましては、後年度にわたって生じる債務の負担について定める

ものでございます。 

  このうち、８南部地域拠点防災コミュニティ施設実施設計業務委託事業につきましては、

施設整備に伴う実施設計に係るものでございます。 

  14都市農業振興基本計画策定事業につきましては、現計画が令和５年度末に計画期間を終

了するため、新たに三郷市都市農業振興基本計画を策定するものでございます。 

  10ページをお開き願います。 

  第３表地方債につきましては、起債の目的ごとに、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法について定めるものでございます。 

  続きまして、24ページ、25ページをお開き願います。 

  ２歳入でございます。 

  １款市税、１項市民税のうち、１目個人につきましては、人口増加に伴う納税義務者数の

増及びコロナ禍の影響を見直し、以後前年度比で申し上げますが、9,838万円、1.2％の増で

ございます。 

  ２目法人につきましては、コロナ禍の影響を見直すとともに、法人の業績の回復を見込ん
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で１億8,828万円、25.8％の増でございます。 

  続きまして、２項１目固定資産税につきましては、新築家屋の増加等により２億2,355万

6,000円、2.4％の増でございます。 

  26ページ、27ページをお開き願います。 

  ３項軽自動車税の１目環境性能割につきましては、60万円、11.1％の増でございます。 

  ２目種別割につきましては、655万4,000円、3.2％の増でございます。 

  ４項１目市たばこ税につきましては、本市における売渡し本数が令和３年度に減に転じて

いることから、２億2,000万円、14.5％の減でございます。 

  ５項１目都市計画税につきましては、固定資産税と同様の理由により、1,514万円、1.7％

の増でございます。 

  28ページ、29ページをお開き願います。 

  ２款地方譲与税のうち、１項地方揮発油譲与税は20.0％、２項自動車重量譲与税は5.6％、

３項森林環境譲与税は35.7％の増でございます。 

  ３款利子割交付金及び４款配当割交付金につきましては、前年度と同額としております。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金は40.0％の増、６款法人事業税交付金は150.0％の増でござ

います。 

  30ページ、31ページをお開き願います。 

  ７款地方消費税交付金は1.4％の増、８款環境性能割交付金は33.3％の増でございます。 

  ９款１項地方特例交付金は14.3％の減でございます。 

  ２項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金につきましては、新型コ

ロナウイルス感染拡大による厳しい経営環境に直面した中小事業者に対して、固定資産税及

び都市計画税を軽減する措置に係る減収分の補填が、令和３年度限りの特例措置であったた

め、93.8％の減でございます。 

  10款地方交付税は、普通交付税と特別交付税を合わせて10.8％の増、11款交通安全対策特

別交付金は1.2％の増でございます。 

  32ページ、33ページをお開き願います。 

  12款分担金及び負担金につきましては5.2％の増、13款使用料及び手数料につきましては、

34ページ、35ページにわたりますが、4.7％の増でございます。 

  36ページ、37ページをお開き願います。 

  14款国庫支出金につきましては、次ページ、39ページ、１番下の新型コロナウイルスワク
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チン接種体制確保事業費補助金、その次の41ページ、上から２つ目の循環型社会形成推進交

付金（マテリアルリサイクル推進施設分）などにより7.6％の増でございます。 

  42ページ、43ページをお開き願います。 

  15款県支出金につきましては、フルインター化事業の用地取得に係る委託金の皆減などに

より、0.2％の減でございます。 

  以上の国・県支出金につきましては、別途一覧表にまとめてお配りしておりますので、併

せてご覧いただきたいと存じます。 

  少し飛びまして、50ページ、51ページをお開き願います。 

  18款繰入金の細目、三郷市財政調整基金繰入金につきましては、34億1,000万円を繰り入

れるものでございます。これにより基金残高は約４億3,000万円となる見込みでございます。 

  19款繰越金につきましては、令和３年度予算の執行状況などから９億円を計上しておりま

す。 

  少し飛びまして、58ページ、59ページをお開き願います。 

  21款市債につきましては、10億6,150万円、25.7％の増でございます。 

  以上で歳入の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（武居弘治議員） 以上で歳入についての説明を終わります。 

  歳出について説明を求めます。 

  議会費についての説明を求めます。 

  渡辺健議会事務局長。 

〔渡辺 健議会事務局長 登壇〕 

○議会事務局長（渡辺 健） 議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算、歳出中、議会費

につきましてご説明申し上げます。 

  予算書62、63ページをお開き願います。 

  令和４年度の議会費予算総額は３億2,212万9,000円で、令和３年度と比較いたしまして

697万1,000円、2.2％の増額となっております。 

  それでは事業ごとにご説明いたします。 

  まず、議員人件費につきましては、２節給料から４節共済費まで、議会事務局８名分でご

ざいます。 

  次に、議員人件費でございますが、１節報酬の議員報酬と３節職員手当等の議員期末手当、

４節共済費、全て議員24名分となりますが、昨年の一般改選により議員が２名増えておりま
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すので、報酬、期末手当、共済費の合計で749万6,000円、3.5％増額となっております。 

  次に、議事課事務につきましては、事務局職員の旅費、書籍や事務用品等の消耗品の購入

費、その他各議長会の負担金等、経常的経費となっております。 

  次ページ、64、65ページをお開き願います。 

  上から３段目、政務活動費の執行事務につきましても、昨年度、一般改選がございました

ので、前半の５か月は22名分、後半の７か月は24名分で計上しておりましたが、令和４年度

は年度を通じて24名分で計上しておりますので、昨年度より30万円増額となっております。 

  議会調査事業につきましては、常任委員会の行政視察及び全国市議会議長会議員フォーラ

ムや全国都市問題会議への参加費用でございます。今年は、議員フォーラムは長野市、全国

都市問題会議は長崎市となっております。 

  議会広報等事業につきましては、年４回の議会だよりの発行並びに会議録検索システムの

運用業務に係る経費を計上しております。 

  本会議等議会運営事業につきましては、12節委託料で会議録等の作成業務並びに議場の音

響システム保守の費用のほか、聴覚が不自由なかたのための要約筆記者の派遣費用を計上し

ております。 

  以上で議会費の説明を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 総務費についての説明を求めます。 

  初めに、企画政策部担当分についての説明を求めます。 

  日暮義一企画政策部長。 

〔日暮義一企画政策部長 登壇〕 

○企画政策部長（日暮義一） ２款総務費中、企画政策部担当分につきまして、順次ご説明申

し上げます。 

  78、79ページをお開き願います。 

  ５目企画費中、下から３段目の江戸川交流拠点活用事業につきましては、みさと船着場フ

ェスティバルを開催するための委託料が主なものでございます。 

  ページ下段の市制施行50周年記念事業につきましては、次ページ、80、81ページにわたり

ますが、令和４年５月３日に市制施行50周年を迎えるため、記念事業等を通じ、市に愛着と

誇りを持ち、さらに飛躍の年となるよう、市民、企業、市が一丸となり取り組むための委託

料が主なものでございます。 

  次のホストタウン推進事業につきましては、昨年、本市で実施した東京2020大会における
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事前キャンプ等で新たに築いた絆を加え、さらなるギリシャ共和国との交流を図るための事

業に係る経費、及び推進団体であるホストタウン交流実行委員会への補助金が主なものでご

ざいます。 

  同じページ、６目情報政策費中、上から２段目、基幹業務システム管理事業につきまして

は、次ページ、82、83ページにわたりますが、住民基本台帳業務や税業務など基幹業務に係

るシステムの処理委託費や賃借料が主なものでございます。 

  同じページ、下段のデジタル化推進事業につきましては、ＡＩやＲＰＡなどの最新技術を

活用し、庁内業務の効率化を進め、市民の利便性を高めるための費用でございます。 

  ページが少し飛びまして、122、123ページをお開き願います。 

  このページ中段、30目諸費でございますが、三郷市表彰条例に基づく表彰状や記念品に係

る費用が主なものでございます。 

  以上で担当分の説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 次に、総務部担当分についての説明を求めます。 

  島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） ２款総務費中、総務部担当分につきましてご説明申し上げます。 

  予算書のページ、少し戻りまして、68、69ページをお開き願います。 

  このページ中ほどの１項１目一般管理費中、車両管理事務につきましては、消防車両、水

道事業の車両を除いた公用車約100台の燃料費や法定点検費等の維持管理に係る経費と公用

バス運行業務に係る経費が主なものでございます。 

  ページ飛びまして、72、73ページをお開き願います。 

  中ほどの退職手当事務につきましては、埼玉県市町村総合事務組合から職員へ支払われる

退職手当に係る同組合への負担金でございます。 

  ２つ飛びまして、下段、２目文書管理費中、庁内印刷業務につきましては、次ページ、74、

75ページにわたりますが、庁内印刷物の浄書・印刷製本を一元的に行うための委託料と印刷

用紙やインク代、庁内で利用するコピー用紙代などの消耗品費が主なものでございます。 

  次に、下段の３目人権推進費中、人権推進事業につきましては、人権擁護委員の活動等に

関する経費及び埼葛12市町共催による人権研修や啓発活動に係る経費が主なものでございま

す。 

  次ページ、76、77ページをお開き願います。 
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  ４目男女共同参画推進費中、男女共同参画促進事業につきましては、男女共同参画社会の

意識を高める啓発や研修、情報発信に係る経費が主なものでございます。 

  少し飛びまして、84、85ページをお開き願います。 

  ７目人事管理費中、中段の採用試験等事業につきましては、職員採用試験並びに主任及び

係長への昇任試験実施に係る委託料が主なものでございます。 

  次ページ、86、87ページをお開き願います。 

  中段の健康管理業務につきましては、職員の健康診断に要する費用が主なものでございま

す。 

  続きまして、下段の８目広報費中、広報事業につきましては、次ページ、88、89ページに

わたりますが、「広報みさと」に係る印刷製本費及び配布委託料が主なものでございます。

また、使用料につきましては、広報紙等を多言語に翻訳するとともに、音声読み上げを自動

で行うシステムの使用料が主なものでございます。 

  １つ飛びまして、市ホームページ改修事業につきましては、誰もがホームページ等で提供

される必要な情報を支障なく得られるよう、市ホームページを改修するための委託料が主な

ものでございます。 

  再びページ飛びまして、144、145ページをお開き願います。 

  ５項統計調査費中、２目基幹統計調査費につきましては、146、147ページにわたりますが、

就業構造基本調査をはじめとする統計法に基づく基幹統計調査に係る経費でございます。 

  以上で担当分の説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 次に、財務部担当分についての説明を求めます。 

  平川俊之財務部長。 

〔平川俊之財務部長 登壇〕 

○財務部長（平川俊之） 財務部担当分につきましてご説明いたします。 

  ページは少しお戻りいただきまして、90ページ、91ページをお開き願います。 

  一番上の財務会計システム維持事業につきましては、システムの使用料が主なものでござ

います。 

  財政調整基金積立につきましては、年度内に発生する利子分を計上しております。 

  減債基金積立につきましては、今後の公債費の増大に備えるため、常磐新線無利子貸付金

元金収入等を積み立てるものでございます。 

  公共施設整備基金積立につきましては、森林環境譲与税の積立て分を含むものでございま
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す。 

  庁舎管理事業につきましては、本庁舎の建物管理業務に係る委託料及び空調設備改修工事、

耐震補強工事が主なものでございます。 

  92ページ、93ページをお開き願います。 

  一番下の市施設営繕事業につきましては、94ページ、95ページにわたりますが、戸ヶ崎老

人福祉センター大規模改修工事や早稲田図書館大規模改修工事など、公共施設の改修工事に

係る経費が主なものでございます。 

  ページ飛びまして、124ページ、125ページをお開き願います。 

  中ほどの還付金・返還金事務につきましては、減額の更正などにより、過誤納金を還付・

返還するものでございます。 

  126ページ、127ページをお開き願います。 

  収納管理事務につきましては、コンビニ収納に係る手数料及び納付呼びかけセンター業務

に係る委託料が主なものでございます。 

  収納対策事務につきましては、不動産公売鑑定業務に係る委託料が主なものでございます。 

  市民税課事務につきましては、128ページ、129ページにわたりますが、地方税共同機構の

負担金が主なものでございます。 

  一番下の個人市民税課税事業につきましては、エルタックス（ｅＬＴＡＸ）審査システム

の使用料が主なものでございます。 

  130ページ、131ページをお開き願います。 

  ２つ目の固定資産（土地）の調査及び評価事業につきましては、土地などの現況を調査す

るための航空写真撮影業務が主なものでございます。 

  固定資産（家屋）の調査及び評価事業につきましては、家屋評価システムの賃借料が主な

ものでございます。 

  １つ飛びまして、土地評価替え事業につきましては、令和６年度評価替えに向けた不動産

鑑定の委託料が主なものでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（武居弘治議員） 次に、会計課担当分についての説明を求めます。 

  小菅貴治会計管理者。 

〔小菅貴治会計管理者 登壇〕 

○会計管理者（小菅貴治） 会計課担当分につきましてご説明申し上げます。 
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  予算書のページ、少し戻りますが、94、95ページをお開き願います。 

  このページの下段の16目会計管理費でございます。 

  会計課事務につきましては、次ページ、96、97ページにわたりますが、全庁で使用いたし

ます請求書、封筒などの印刷製本費、市から振込を行う際の指定金融機関振込手数料や庁舎

内の指定金融機関派出所における収納事務取扱などの手数料が主なものでございます。 

  県証紙等売りさばき事業につきましては、会計課窓口で販売しております埼玉県収入証紙

や郵便切手などの購入費用でございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 次に、市民経済部担当分についての説明を求めます。 

  小暮勲市民経済部長。 

〔小暮 勲市民経済部長 登壇〕 

○市民経済部長（小暮 勲） ２款総務費中、市民経済部担当分につきましてご説明申し上げ

ます。 

  予算書、96、97ページをお願いいたします。 

  中段の１項総務管理費、17目市民活動支援費の自治振興交付金交付事業につきましては、

町会・自治会などの自治振興活動を支援するための交付金でございます。 

  町会長等活動支援事業につきましては、町会長等視察研修会の実施主体である町会長等視

察研修会実行委員会への補助金が主なものでございます。 

  次ページ、98、99ページをお願いいたします。 

  下段の18目コミュニティ施設整備事業費のコミュニティ施設整備事業につきましては、町

会や自治会などの活動拠点となる施設の修繕などに係る補助金でございます。 

  次ページ、100、101ページをお願いいたします。 

  下段の20目文化施設費、指定管理者による文化施設運営事業につきましては、次ページ、

102、103ページにわたりますが、文化６施設やピアラシティ交流センター、三郷中央におど

りプラザなどの管理・運営を指定管理者に委託するための費用が主なものでございます。 

  文化施設管理等事業につきましては、鷹野文化センター空調修繕、電波法改正による文化

会館大小ホール、鷹野文化センターホール、高州地区文化センター多目的ホールの音響など

の設備修繕、駐車場等の借上げ料が主なものでございます。 

  世代交流館管理運営事業につきましては、光熱水費などの経費及び施設の管理などに係る

委託料が主なものでございます。 
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  瑞沼市民センター管理運営事業につきましては、次ページ、104、105ページにわたります

が、光熱水費などの経費及び施設の管理などに係る委託料が主なものでございます。 

  公益財団法人三郷市文化振興公社運営支援事業につきましては、三郷市文化振興公社への

人件費相当分を補助するものでございます。 

  ふれあい館管理運営事業につきましては、次ページ、106、107ページにわたりますが、戸

ヶ崎ふれあいひろば、ふれあいの郷下新田の光熱水費などの経費及び施設の管理などに係る

委託料が主なものでございます。 

  三郷市多世代交流複合施設整備等事業につきましては、みさと団地内に建設中の三郷市立

希望の郷交流センターの建設工事に係る費用が主なものでございます。 

  21目広聴費の広聴事業につきましては、広聴業務に要する費用のほか、研修会講師の謝礼

などの費用でございます。 

  22目市民相談費の市民相談につきましては、次ページ、108、109ページにわたりますが、

法律相談や税務相談など、５種類の市民相談に係る弁護士などへの謝礼が主なものでござい

ます。 

  23目消費生活対策費の消費生活支援事業につきましては、悪質商法による被害などを防ぐ

ための啓発など、消費生活啓発活動に要する費用でございます。 

  24目出張所費の出張所管理運営事業につきましては、次ページ、110、111ページにわたり

ますが、施設に係る電気料、水道料などの光熱水費及びみさと団地出張所の借上げ料が主な

ものでございます。 

  25目パスポートセンター費のパスポートセンター運営事業につきましては、一般旅券の発

給申請などの受理及び交付に関する事務を行うための費用で、窓口で販売する収入印紙や埼

玉県収入証紙の購入に係る費用が主なものでございます。 

  26目交通安全費の交通安全施設整備事業につきましては、次ページ、112、113ページにわ

たりますが、市が管理いたします道路照明灯の電気料や修繕料及び道路反射鏡や区画線など

の交通安全施設の修繕に係る経費が主なものでございます。 

  町会等防犯灯新設・電気料補助事業につきましては、町会などが設置いたします防犯灯に

係る設置費用及び電気料に対する補助金でございます。 

  交通安全啓発事業につきましては、小学校の登校時などにおいて、立哨指導などを行いま

す交通指導員の34名分の報償費が主なものでございます。 

  27目防犯推進費の防犯のまちづくり推進事業につきましては、次ページ、114、115ページ
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にわたりますが、のぼり旗などの啓発用品の購入や夜間防犯パトロール業務の委託料及び駅

前に設置しております防犯カメラの機器に係る費用が主なものでございます。 

  ページ少し飛びますが、132、133ページをお願いいたします。 

  下段の３項１目戸籍住民基本台帳費の住民基本台帳事務事業につきましては、次ページ、

134、135ページにわたりますが、転入届などの住民異動届の受付や、各種証明書交付などの

業務に係る費用のほか、マイナンバーカードの申請受付・交付体制の充実を図るための関連

事務費が主なものでございます。 

  戸籍事務事業につきましては、戸籍届出の受付、戸籍の記載、戸籍証明書交付などの業務

に係る費用で、戸籍情報システムの委託料や使用料が主なものでございます。 

  以上で市民経済部担当分の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 次に、危機管理防災課担当分についての説明を求めます。 

  秋本寛司危機管理監。 

〔秋本寛司危機管理監 登壇〕 

○危機管理監（秋本寛司） 危機管理防災課担当分につきましてご説明申し上げます。 

  予算書のページが戻りまして、116、117ページをお開き願います。 

  28目災害対策費でございます。 

  上から３つ目の防災行政無線・防災情報システム運用管理事業につきましては、災害時の

情報収集及び情報伝達手段の運用管理に係る経費でございまして、防災行政無線の保守点検

及び防災気象情報サービスの委託料が主なものでございます。 

  次の災害備蓄品整備事業につきましては、食料、飲料水などの災害用備蓄品の購入及び備

蓄倉庫の維持管理に係る費用が主なものでございます。 

  次ページ、118、119ページをお開き願います。 

  上から２つ目の自主防災組織設立及び活動推進事業につきましては、自主防災組織の防災

資機材などの整備及び自主防災訓練の実施に対する補助金が主なものでございます。 

  一番下の防災行政無線更新整備事業につきましては、次ページ、120、121ページにわたり

ますが、移動系防災行政無線の老朽化などに伴い、デジタル方式の機器へ更新整備を行うた

めの備品購入費が主なものでございます。 

  １つ飛びまして、南部地域拠点防災コミュニティ施設整備事業につきましては、市内南部

地域における防災機能の強化や地域交流の推進を図る複合施設を整備するための測量、地質

調査、盛土造成工事の設計業務などに係る委託料が主なものでございます。 
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  以上で説明を終わります。ご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 次に、公平委員会及び選挙管理委員会事務局担当分についての説明

を求めます。 

  石井富貴和選挙管理委員会事務局長。 

〔石井富貴和選挙管理委員会事務局長 登壇〕 

○選挙管理委員会事務局長（石井富貴和） 公平委員会、選挙管理委員会事務局担当分につき

ましてご説明申し上げます。 

  今、お開きいただいております120ページ、121ページの一番下、29目公平委員会費は、次

の122、123ページにわたりますが、委員会活動に要する経費でございます。 

  ４項選挙費ですが、少し飛びまして、138、139ページをお願いいたします。 

  令和４年度は２つの選挙執行及び１つの選挙の事前準備を予定してございます。 

  まず、３目参議院議員選挙費ですが、投開票日は令和４年７月と想定いたしてございます。 

  次に、４目市長選挙費は、140、141ページから、次の142、143ページにわたりますが、投

開票日は令和４年10月ないし11月と考えてございます。 

  最後に、５目県議会議員選挙費ですが、実際の投開票日は令和５年４月の見込みですが、

令和４年度は感染症対策物品や選挙備品の購入、入場整理券の印刷・郵送、その他事前準備

を行うものでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 次に、監査委員事務局担当分についての説明を求めます。 

  森里美監査委員事務局長。 

〔森 里美監査委員事務局長 登壇〕 

○監査委員事務局長（森 里美） 監査委員事務局担当分につきましてご説明申し上げます。 

  少し飛びますが、予算書の146、147ページをお願いいたします。 

  ６項１目監査委員費でございます。 

  職員人件費につきましては、次の148、149ページにわたりますが、監査委員事務局職員３

名分でございます。 

  監査事務につきましては、定期監査や決算審査及び例月出納検査など、各監査を執行する

監査委員２名分の報酬及び費用弁償が主なものでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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────────────────────────────────────────── 

 

◎延会の宣告 

○議長（武居弘治議員） お諮りいたします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（武居弘治議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

 

延会 午前１１時５４分 


