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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（武居弘治議員） おはようございます。ただいまから令和４年３月三郷市議会定例会

第２日目の会議を開きます。 

  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。 

  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。 

  昨日開催された総務常任委員会において、三郷市議会委員会条例第12条の規定により、宇

治由紀子副委員長の辞任が許可されました。 

  続いて、総務常任委員会副委員長の互選を行い、寺沢美紗委員が副委員長に当選いたしま

した。 

  次に、本日の議事日程につきましては、皆様のお手元に配付してあるとおりでございます。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎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１、議案第22号から議案第27号までを議題といたします。 

  第１日目に引き続き、議案第22号の歳出について説明を求めます。 

  民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費についての説明を求めます。 

  初めに、福祉部担当分についての説明を求めます。 

  妹尾安浩福祉部長。 

〔妹尾安浩福祉部長 登壇〕 

○福祉部長（妹尾安浩） 議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算歳出中、私からは福祉
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部担当分につきましてご説明申し上げます。 

  予算書148、149ページをお開き願います。 

  ３款民生費、１項１目社会福祉総務費でございます。 

  次ページ、150、151ページをお願いいたします。 

  中段の民生委員活動推進事業は、民生委員・児童委員協議会への補助金が主なものでござ

います。 

  その下、社会福祉協議会運営支援事業は、三郷市社会福祉協議会への補助金でございます。 

  ページ飛びまして、154、155ページをお開き願います。 

  上段、避難行動要支援者支援事業は、要支援者支援システムの保守等の委託料やシステム

賃借料が主なものでございます。 

  同ページ、２目障害福祉費でございます。 

  下段、障害福祉サービス給付事業は、次ページ、156、157ページにわたりますが、居宅介

護・施設入所支援などの介護給付や就労継続支援・共同生活援助などの訓練等給付、児童発

達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援などの負担金が主なものでございます。 

  同ページ下段の相談支援事業は、次ページ、158、159ページにわたりますが、市が委託す

る障がい福祉相談支援センター２か所に対する委託料が主なものでございます。 

  次ページ、160、161ページをお願いします。 

  下段の重度心身障害者医療費支給事業は、重度の障がい者に対する医療費の、いわゆる自

己負担分を助成する事業でございます。 

  次ページ、162、163ページをお願いします。 

  就労支援センター事業は、障がい者を対象とした就労に関する相談支援、障がい者を雇用

する事業主への相談支援等を行うものでございます。 

  少し飛びまして、166、167ページをお開き願います。 

  ５目老人福祉費でございます。 

  次ページ、168、169ページ中段の見守り配食サービス事業は、業者への委託料でございま

して、虚弱な高齢者等の見守りと併せて低栄養の予防を目指す事業でございます。 

  次ページ、170、171ページをお願いします。 

  中段の高齢者移動支援事業につきましては、コロナ禍における外出自粛等の長期化により

閉じこもりとなり、その結果、フレイルの状況になりやすい高齢者が、安全・安心に外出す

るための移動支援として、市内タクシー利用券の配布を行うもので、令和３年度から継続す
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る事業でございます。 

  下段７目介護保険事業費の介護保険特別会計繰出事業は、介護保険制度の運営事務費、介

護保険給付費、地域支援事業費、低所得者保険料軽減分について、法定分を一般会計から繰

り出すものでございます。 

  次ページ、172、173ページをお願いいたします。 

  中段の成年後見人制度推進事業は、成年後見制度の広報や啓発、利用に係る相談や支援、

市民成年後見人の養成等を三郷市社会福祉協議会に委託するものでございます。 

  下段の８目老人福祉センター費の老人福祉センター等管理運営事業は、戸ヶ崎、彦沢、岩

野木老人福祉センターなど、５施設への指定管理料が主なものでございます。 

  ９目障がい者福祉施設みさと運営費は、次ページ以降、179ページまでにわたりますが、

ワークセンターしいの木及びさつき学園の運営に要する費用でございます。 

  178、179ページ上段、10目健康福祉会館運営費は、健康福祉会館の修繕料、建物管理業務

等の委託料や光熱水費などの需用費が主なものでございます。 

  中段、11目ふくし総合相談・地域支援事業費の下段、生活困窮者自立支援事業は、次ペー

ジ、180、181ページにわたりますが、生活困窮者に対する就労支援、就労準備支援のほか、

住居確保給付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給などを行うもので

ございます。 

  181ページ上段の子どもの学習支援事業は、貧困の連鎖の解消を目的に、生活保護世帯や

生活困窮世帯のお子さんを対象とする学習支援事業に係る委託料でございます。 

  少し飛びまして、204、205ページをお開き願います。 

  ３項生活保護費でございます。 

  次ページ、２目扶助費の生活保護事業は、208、209ページにわたりますが、令和４年度の

生活保護受給者見込み総数を、延べで２万4,570世帯、３万1,650人分としております。 

  次の中国残留邦人等支援給付事業は、対象者を１世帯１人分として計上しております。 

  次に、４項１目災害救助費の災害見舞金支給事業は、火災等により被害を受けたかたや遺

族に対し、見舞金を支給するものでございます。 

  以上で福祉部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、スポーツ健康部担当分についての説明を求めます。 

  益子敏幸スポーツ健康部長。 
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〔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） ３款民生費からのスポーツ健康部担当分につきましてご説

明申し上げます。 

  予算書のページが戻りまして、162、163ページをお開き願います。 

  １項３目国民健康保険事業費でございます。 

  次ページ、164、165ページ中段の国民健康保険特別会計繰出事業につきましては、保険基

盤安定繰出金などのほか、その他繰出金として財政支援を行うものでございます。 

  少し飛びまして、170、171ページをお開き願います。 

  ６目老人医療費の後期高齢者医療費負担事業は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が給付す

る療養給付費について、法定負担分を計上するものでございます。 

  少し飛びまして、208、209ページをお開き願います。 

  下段の４款１項１目保健衛生総務費でございます。 

  ２枚おめくりいただき、212、213ページをお開き願います。 

  上段、休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業につきましては、三郷市医師会に委託し

て実施する小児時間外診療、６市１町管内での病院群輪番制病院運営及び休日診療所運営に

係る経費などが主なものでございます。 

  次の骨髄移植ドナー助成費交付事業につきましては、骨髄などを提供いただいた市民のか

たに対する補助金でございます。 

  次の新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に係る連携事業につきましては、埼玉県との

連携事業で新型コロナウイルスに感染し、自宅療養をされているかたなどへの食糧支援等に

係る費用が主なものでございます。 

  続きまして、２目保健予防費でございます。 

  任意予防接種費助成事業につきましては、次ページ、214、215ページにわたりますが、お

たふく風邪及び大人の風疹ワクチンの接種に対する費用の一部を助成するもので、大人の風

疹ワクチンにつきましては、16歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性及び妊婦のパートナー

を対象とするものでございます。 

  次の個別予防接種事業につきましては、予防接種法に基づく子どもの予防接種及び高齢者

インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン接種並びに風疹の流行に伴う国の追加的対策として、成

人男性を対象とした風疹の抗体検査及びワクチン接種に係る経費が主なものでございます。 

  次の新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、次ページ、216、217ページに
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わたりますが、新型コロナウイルスワクチンの接種費用や接種会場における運営経費などが

主なものでございます。 

  続きまして、３目母子保健費でございます。 

  下段の乳幼児健康診査事業につきましては、次ページ、218、219ページにわたりますが、

４か月、９か月、１歳８か月、３歳６か月の乳幼児健診事業に係る経費でございます。 

  次の母子健康教育事業につきましては、ハローベイビー教室や離乳食教室などに係る経費

でございます。 

  下段の不妊治療費等助成事業につきましては、次ページ、220、221ページにわたりますが、

埼玉県の補助事業として、不妊検査・不育症検査及び不妊治療を行う夫婦に対する費用の一

部を助成するものでございます。 

  続きまして、中段、４目成人保健費でございます。 

  すこやかみさと（健康増進・食育推進計画）地域推進事業につきましては、次ページ、

222、223ページにわたりますが、健康増進・食育推進計画を推進するための各種健康づくり

事業で、地域の関係団体への健康づくり事業の委託料が主なものでございます。 

  同じく、222、223ページ、上段の健康増進法等に基づく検診等事業につきましては、30歳

代の健康診査や骨粗しょう症検診等を実施するものでございます。 

  次のがん検診事業につきましては、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、前立腺がん、

ピロリ菌検診の委託料が主なものでございます。 

  続いて、後期高齢者健康診査事業につきましては、次ページ、224、225ページにわたりま

すが、後期高齢者医療被保険者に係る健康診査に要する委託料が主なものでございます。 

  次の、簡単健康レシピ普及事業につきましては、すこやかみさと朝食レシピなど、レシピ

集の周知のため開催する料理教室に係る経費が主なものでございます。 

  以上でスポーツ健康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、子ども未来部担当分についての説明を求めます。 

  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） ３款民生費及び４款衛生費のうち、子ども未来部担当分につ

きましてご説明申し上げます。 

  少し戻りますが、182、183ページをお願いいたします。 



【速報版】校正前の原稿のため正式な会議録ではありません 

－9－ 

  ３款民生費、２項２目児童福祉費でございます。 

  一番下、子育て支援事業は、184、185ページにわたりますが、訪問型家庭支援事業は、要

保護児童対策地域協議会に登録されている児童の家庭等に対して、家庭訪問などにより、子

どもの見守り機会の確保を図るため実施している支援対象児童等見守り強化事業の事業名を

変更したもので、その委託料が主なものでございます。 

  子育て支援拠点事業は、地域における親子の交流の場である子育て支援センターとつどい

の広場に係る費用が主なものでございます。 

  186、187ページをお願いいたします。 

  一番下、こども医療費支給事業は、188、189ページにわたりますが、令和４年10月診療分

から、現物給付の対象医療機関等を埼玉県内全域に拡大するためのシステム改修に係る委託

料と医療費の助成が主なものでございます。 

  ひとり親家庭等医療費支給事業は、医療費の助成に係る費用が主なもので、令和５年１月

診療分から埼玉県内全域の医療機関等を対象とする現物給付を開始するとともに、窓口での

自己負担を廃止するため、増となっております。 

  一番下、子育て支援ステーション事業は、190、191ページにわたりますが、子育て支援ス

テーションほほえみにおける専門職による妊娠届出時等での面談や相談業務に係る費用及び

心理士や支援プラン評価アドバイザーへの謝礼が主なものでございます。 

  ３目児童館費でございます。 

  192、193ページをお願いいたします。 

  児童館運営事業は、北児童館の運営に係る費用と早稲田児童センター、南児童センターの

修繕料が主なものでございます。 

  ４目児童発達支援センター運営費でございますが、194、195ページ、しいのみ学園運営事

業は、嘱託医の報酬としいのみ学園の運営に係る費用、196、197ページ、発達支援センター

事業は、療育指導や子どもの発達相談などに係る講師謝礼が主なものでございます。 

  ５目保育所費でございます。 

  198、199ページ、保育所運営管理事務事業は、200、201ページにわたりますが、上口保育

所と高州保育所の遊具を芝生に調和した木製遊具に更新する修繕料のほか、公立保育所６施

設の運営に係る費用でございます。 

  送迎保育事業は、みさとしらゆり保育園内の送迎保育ステーションを起点とする送迎バス

２ルートに、新たに令和４年４月からみさとしらゆり第２保育園内に設置する送迎保育ステ
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ーションを起点とする送迎バス１ルートを加え、合わせて３ルートの送迎バスを運行するた

めの委託料でございます。 

  民間保育所等運営支援事業は、私立保育園17施設、小規模保育施設７施設、事業所内保育

施設２施設の合計26施設分に対する子どものための教育・保育給付委託料及び運営改善費補

助金が主なものでございます。 

  病児・病後児保育事業は、利用する保護者の利便性の向上を図るため、パソコンやスマー

トフォンから利用予約ができる予約システム構築に係る委託料及びしらゆり保育園施設内で

の事業に係る委託料と補助金が主なものでございます。 

  202、203ページをお願いいたします。 

  上から２つ目、子育てのための施設等利用給付事業は、幼児教育・保育の無償化に伴う幼

稚園利用料、幼稚園における預かり保育料、認可外保育施設利用料の給付が主なものでござ

います。 

  少し飛びますが、216、217ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、１項３目母子保健費でございます。 

  妊産婦健康診査等事業は、妊婦の健康診査及び新生児聴覚スクリーニング検査の助成に加

え、令和４年度から新たに実施する出産後おおむね１か月頃に受診する産婦健康診査１回分

5,000円までの助成と、多胎妊婦に対する追加の妊婦健康診査１回につき5,000円を上限とし

て５回分までの助成などに係る費用が主なものでございます。 

  少し飛びますが、220、221ページをお願いいたします。 

  宿泊型産後ケア事業は、児童福祉費から母子保健費に移しておりますが、出産後の母子に

対する心身のケアを目的に、産科医療機関等の空きベッドを活用し、宿泊による休養の機会

の提供と授乳指導や育児指導等を行う事業の委託料が主なもので、１泊5,000円の自己負担

で利用できるものでございます。 

  以上で子ども未来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、学校教育部担当分についての説明を求めます。 

  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） ３款民生費中、学校教育部担当部につきましてご説明申し上げ

ます。 
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  少し戻りますが、予算書の202、203ページをお開き願います。 

  ２項児童福祉費、６目児童クラブ費中、公営児童クラブ運営事業につきましては、市内19

か所の公営児童クラブの運営に関する経費でございます。 

  次ページ、204、205ページをお開き願います。 

  中段の保育所併設型民営児童クラブ事業につきましては、市内２か所の保育所併設型の民

営児童クラブへの運営補助でございます。 

  以上で学校教育部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、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） ４款衛生費から７款商工費のうち、市民経済部担当分につきま

してご説明申し上げます。 

  予算書少し飛びますが、224、225ページをお開き願います。 

  下段の４款衛生費、１項保健衛生費、５目環境衛生費の合併処理浄化槽転換整備事業につ

きましては、生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽及びくみ

取便槽から合併処理浄化槽に転換を促進するための補助金を交付するものでございます。 

  次ページ、226、227ページをお願いいたします。 

  中段の鳥獣及び愛護動物等に関する事業につきましては、犬の登録及び狂犬病予防事業に

係る経費やペットの適正飼育に関する事業費が主なものでございます。 

  ６目公害対策費の地球温暖化対策推進事業につきましては、次ページ、228、229ページに

わたりますが、ゴーヤによる緑のカーテンの普及・啓発に係る費用や、太陽光発電システム

などの設置導入に対する補助金が主なものでございます。 

  公害対策事業につきましては、ダイオキシン類の調査をはじめ、水質分析や自動車騒音、

振動の測定などに関する委託料が主なものでございます。 

  ７目斎場費でございます。 

  次ページ、230、231ページをお願いいたします。 

  中段の斎場管理事業につきましては、火葬業務用灯油の購入費及び来客用駐車場の修繕料、

火葬業務などの委託料が主なものでございます。 

  次に、２項清掃費、１目清掃総務費でございます。 
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  次ページ、232、233ページをお願いいたします。 

  下段の駅前広場環境美化事業につきましては、市内３駅の駅前広場の清掃に係る委託料が

主なものでございます。 

  不燃物処理場整備事業につきましては、次ページ、234、235ページにわたりますが、不燃

物処理場の老朽化に伴い、新たな施設整備を行うために必要となります用地の購入費用など

でございます。 

  ２目じん芥処理費の一般廃棄物収集運搬事業につきましては、市内の一般家庭から排出さ

れます家庭ごみの収集運搬に係る委託料が主なものでございます。 

  不燃物処理事業につきましては、不燃物処理場における空き缶・空き瓶などの選別や不燃

物の処分、資源化などに要する経費でございます。 

  次ページ、236、237ページをお願いいたします。 

  上段の東埼玉資源環境組合負担金（じん芥分）につきましては、東埼玉資源環境組合の清

掃工場に搬入いたしますごみの処理に係る負担金でございます。 

  ３目し尿処理費のし尿汲取事業と東埼玉資源環境組合負担金（し尿分）につきましては、

し尿のくみ取り・運搬業務の委託料及びし尿処理に係る東埼玉資源環境組合への負担金など

でございます。 

  次ページ、238、239ページをお願いいたします。 

  ５款労働費、１項１目労働諸費の労働者支援事業につきましては、市内労働者を対象とし

た労働相談や中小企業退職金共済制度に加入する市内事業者が支払います掛金に対する補助

金が主なものでございます。 

  ページ少し飛びまして、242、243ページをお願いいたします。 

  下段の６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費の農産物の流通販売促進事業につ

きましては、次ページ、244、245ページにわたりますが、産地表示資材や野菜用冷蔵庫設置

補助、即売所運営支援など、三郷産農産物の流通販売を促進するための経費でございます。 

  下段のふれあい型農業推進事業につきましては、次ページ、246、247ページにわたります

が、農業体験講座や農の社会科見学など、市民に農業体験の機会を提供する事業の実施に要

する経費等でございます。 

  新特産品等産出事業につきましては、三郷産農産物のブランド化、６次産業化、新特産品

の研究に取り組む農業者を支援するための経費などでございます。 

  次ページ、248、249ページをお願いいたします。 
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  下段の７款商工費、１項２目商工振興費の商店街活性化支援事業につきましては、次ペー

ジ、250、251ページにわたりますが、商店街が設置している街路灯の電気料の一部や商店街

活動などを補助するものでございます。 

  観光振興事業につきましては、ふるさと納税返礼品に係る経費、江戸川河川敷を利用した

観光施策の検討を行うための委託料が主なものでございます。 

  次ページ、252、253ページをお願いいたします。 

  中段の中小企業経営・創業支援事業につきましては、市内中小事業者の競争力を強化し、

地域産業の振興を図るための経営相談やがんばろう企業応援事業費補助金、きらりとひかれ

起業家応援事業補助金、若者の雇用促進を図るため、業務に必要な国家資格の取得に係る経

費の一部を補助する資格取得支援補助金が主なものでございます。 

  一般社団法人三郷市観光協会運営支援事業につきましては、三郷市観光協会の運営を支援

していくための補助金でございます。 

  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） 土木費についての説明を求めます。 

  初めに、まちづくり推進部担当分についての説明を求めます。 

  松本義博まちづくり推進部長。 

〔松本義博まちづくり推進部長 登壇〕 

○まちづくり推進部長（松本義博） ８款土木費のうち、まちづくり推進部担当分につきまし

てご説明申し上げます。 

  予算書の254、255ページをお開き願います。 

  下段の耐震診断・耐震改修等費用助成事業につきましては、次ページ、256、257ページに

わたりますが、地震による市民の生命や財産を守るため、昭和56年以前に建築された一戸建

て木造住宅や分譲マンションの耐震化に係る費用の一部を補助するものでございます。 

  ブロック塀等の安全確保事業につきましては、地震によるブロック塀等の倒壊から歩行者

等の安全確保を図るため、通学路、緊急輸送道路、公衆用道路に面するブロック塀等の除却、

改修等に係る費用の一部を補助するものでございます。 

  ページが飛びますが、272、273ページをお開き願います。 

  住宅施策推進事業につきましては、令和４年度末に計画期間の満了を迎える三郷市空家等

対策計画の更新に係る委託料が主なものでございます。 

  公共交通政策推進事業につきましては、彦成地区における公共交通を維持するための路線
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バスの運行に関する委託料及び三郷中央駅の駅前広場の改修などによる都市交流拠点の活性

化を図るための調査設計業務等に関する委託料が主なものでございます。 

  次ページ、274、275ページをお開きください。 

  中段の土地区画整理支援事業につきましては、三郷北部地区土地区画整理組合に対する事

業補助金や三郷インター南部土地区画整理事業における環境影響評価事後調査及び三郷駅南

口周辺地域における交通環境改善に向けた検討に関する委託料が主なものでございます。 

  三郷中央地区にぎわい創出事業につきましては、三郷中央地区の活性化を目的として、近

隣の町会長等で組織された、にぎわい創出実行委員会が行うイベントに対する補助金でござ

います。 

  地域拠点基盤整備（フルインター化）事業につきましては、次ページ、276、277ページに

わたりますが、三郷料金所スマートインターチェンジのフルインター化に必要となるアクセ

ス道路等の道路整備工事に関する費用及びスマートインターチェンジ周辺のまちづくりに関

する基本構想の検討に関する委託料が主なものでございます。 

  次ページ、278、279ページをお開きください。 

  下段の都市公園等維持管理事業につきましては、次ページ、280、281ページにわたります

が、都市公園、ちびっこ広場などの樹木の剪定や除草、清掃、ごみ収集などの委託料、公園

施設長寿命化計画に基づく都市公園の遊具の更新工事及び公園の借地料が主なものでござい

ます。 

  下段の花いっぱい事業につきましては、次ページ、282、283ページにわたりますが、春と

秋に開催する花いっぱい運動で市民の方々に配布及び販売する草花等の購入費が主なもので

ございます。 

  中段の身近なガーデンづくり事業につきましては、緑豊かな生活環境を確保するため、婚

姻の届出のあった市民に配布する記念樹や、緑化推進団体の活動を支援するための花の苗な

どの購入費が主なものでございます。 

  都市公園等整備事業につきましては、鷹野五丁目での街区公園整備に係る工事費と、イン

ター南中央公園内において、障がいの有無にかかわらず、全ての子どもたちが分け隔てなく

遊ぶことができる「インクルーシブ」の概念を取り入れた広場整備に係る工事費が主なもの

でございます。 

  まちづくり推進部担当分につきましては以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 
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○議長（武居弘治議員） 次に、建設部担当分についての説明を求めます。 

  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） ８款土木費のうち、建設部担当分につきましてご説明申し上げます。 

  ページが戻りまして、予算書の258、259ページをお開き願います。 

  中段の２項１目道路橋りょう総務費中、境界杭復元事業につきましては、道路工事などに

より亡失した境界や、基準点の復元を行うものでございます。 

  １つ飛びまして、道水路用地取得事業につきましては、公共施設用地として必要な土地を

購入するものでございます。 

  次ページ、260、261ページをお開き願います。 

  ２目応急対策費中、応急対策事業につきましては、道水路の応急的な補修作業を迅速に実

施するために必要な原材料などの購入費が主なものでございます。 

  ３目道路維持費中、道水路除草事業につきましては、主に江戸川、中川などの兼用道路及

び市道に係る雑草除去を行うものでございます。 

  次ページ、262、263ページをお開き願います。 

  上段の道路維持修繕事業につきましては、主に道路の突発的な修繕や路面補修及び舗装修

繕工事を実施するものでございます。 

  隧道等維持事業につきましては、隧道に設置しております排水ポンプの修繕や点検などを

行うものでございます。 

  街路樹維持管理事業につきましては、道路を利用されるかたへの安全性や緑の街並みを維

持するため、街路樹の剪定などを行うものでございます。 

  次に、４目道路新設改良費中、道路改良事業につきましては、主に市道の改良工事を行う

ものでございます。 

  ２つ飛びまして、歩道整備事業につきましては、次ページ、264、265ページにわたります

が、歩行者の安全性を確保するため、歩道整備を行うものでございます。 

  ５目橋りょう維持費中、橋りょう維持事業における工事請負費につきましては、橋りょう

長寿命化修繕計画に基づきまして、２橋の補修工事を行うものでございます。 

  次に、６目橋りょう新設改良費中、橋りょう架替事業における工事請負費につきましては、

三郷北部地区土地区画整理事業区域東側の二郷半用水路に架かる彦糸橋及び北在家橋の拡張

工事を行うものでございます。 
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  次ページ、266、267ページをお開き願います。 

  ３項２目河川維持費中、排水ポンプ場維持管理事業における工事請負費につきましては、

戸ヶ崎五丁目排水機場などの排水機場における除塵機や排水ポンプなどの更新工事を行うも

のでございます。 

  次に、水路浚渫事業につきましては、市内の排水路などに堆積した土砂などを除去するも

のでございます。 

  ３目河川整備費中、排水ポンプ場中央監視設備設置事業につきましては、市内にある排水

機場などに遠隔監視システムの設置に係る設計及び工事を行うものでございます。 

  水路整備事業につきましては、次ページ、268、269ページにわたりますが、未整備水路を

整備するため、水路整備に関わる設計及び工事を行うものでございます。 

  次に、水路上部歩道活用事業につきましては、水路上部を歩道として有効活用するため、

水路の蓋かけ整備に関わる設計及び工事を行うものでございます。 

  次に、下第二大場川改修事業につきましては、準用河川下第二大場川の整備を引き続き実

施するものでございます。 

  ページが飛びまして、276、277ページをお開き願います。 

  ４項３目街路事業費中、道づくり推進事業における負担金につきましては、埼玉県で実施

する都市計画道路三郷流山線の整備などに関わる負担金でございます。 

  次に、都市計画道路新和高須線整備事業につきましては、三郷放水路以南の未整備区間に

おいて、早期整備の着手に向けた土地購入費や移転補償費などでございます。 

  １つ飛びまして、都市計画道路草加三郷線整備事業につきましては、草加三郷線の都市計

画変更に向けて、測量や関係機関との協議資料などを作成するものでございます。 

  次に、都市計画道路駒形線整備事業につきましては、駒形線の整備を引き続き実施するも

のでございます。 

  次ページ、278、279ページをお開き願います。 

  ４目公共下水道事業会計負担事業につきましては、一般会計から公共下水道事業特別会計

へ11億円を負担金及び補助金として支出するものでございます。 

  以上で建設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） 消防費についての説明を求めます。 

  浅香一雄消防長。 

〔浅香一雄消防長 登壇〕 
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○消防長（浅香一雄） 消防費担当分につきましてご説明申し上げます。 

  予算書284、285ページをお開き願います。 

  ９款消防費、１項１目常備消防費中、ページ飛びまして、288、289ページをお開き願いま

す。 

  下から２段目、防火啓発事業につきましては、市民の安全と安心のため、住宅用火災警報

器、感震ブレーカーなどの設置促進に伴う啓発用品、市内路線バス広報ポスター作成の経費

でございます。 

  また、引き続き住宅用火災警報器普及設置推進モデル地域事業を行うとともに、設置義務

化から14年が経過し、住宅用火災警報器の電池交換目安が10年となっていることから、本体

の交換や作動試験の必要性をＰＲしてまいります。 

  次ページ、290、291ページをお開き願います。 

  最下段、ＡＥＤ普及推進事業につきましては、心肺停止の傷病者に対するＡＥＤの使用と

応急手当の実施率、救命率の向上を図るため、市民を対象とした救命講習会、中学２年生を

対象とした普通救命講習と、小学５・６年生を対象にした救命入門コースに係る経費と、公

共施設やコンビニエンスストアなどに設置したＡＥＤのリース料及びガイドラインの変更に

伴い、ＡＥＤトレーナーを購入する経費でございます。 

  次ページ、292、293ページをお開き願います。 

  中段、通信指令施設管理事業につきましては、車両端末装置23台分の通信費と緊急通信指

令施設保守点検料、消防指令システム更新委託が主なものでございます。 

  次ページ、294、295ページをお開き願います。 

  中段の消防救急活動広報事業につきましては、秋・春の火災予防運動、救急の日に合わせ

てイベントを開催して火災予防の啓発や増加する救急出動に対応するため、救急車の適正利

用などを促す広報活動を行う経費でございます。 

  １つ飛びまして、消防派遣研修事業につきましては、埼玉県消防学校での初任教育、専科

教育、消防大学校への職員を派遣する費用でございます。 

  また、救急救命士養成のため、救急隊員１名を東京研修所救急救命士養成課程へ入校させ

るための経費でございます。 

  次ページ、消防個人装備整備・維持事業につきましては、消防職員の被服費及び新たに更

新貸与する防火衣のリース料となります。 

  続いて、２目非常備消防費でございますが、298、299ページをお開き願います。 
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  消防団機械器具置場新設事業につきましては、彦糸・彦音を管轄いたします消防団第六分

団第３班の建物老朽化に伴い、設計委託、機械器具置場の新築と、既存建物の解体をするた

めの建築費でございます。 

  次の少年消防クラブ事業につきましては、令和４年４月１日に新たに29名の入団者を迎え、

クラブ事業を運営するための経費でございます。 

  次に、300、301ページをお開き願います。 

  上段、消防団装備強化・整備事業につきましては、消防用ホース、防火防水手袋、救命ボ

ートなどを整備するものでございます。 

  続いて、３目消防施設費でございます。 

  中段、消火栓等施設整備事業につきましては、消火栓を新設するための費用で、計画的に

消火栓の増設を図ってまいります。 

  下段、消防車両・救急車両機器整備維持事業につきましては、常備消防の車両の維持管理

や南分署に配置されている高規格救急車及び現場指揮本部となる指揮車を更新するものでご

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） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５１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。 

  教育費についての説明を求めます。 

  初めに、大要についての説明を求めます。 

  有田るみ子教育長。 

〔有田るみ子教育長 登壇〕 

○教育長（有田るみ子） 教育費の大要に入る前に、教育委員会におけるコロナ禍での教育活

動についてご報告いたします。 

  学校教育につきましては、感染防止対策を徹底しながら、子どもたちが安心・安全な学校

生活を送ることができるように、タブレットパソコンを活用した教育活動を進めているとこ
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ろでございます。 

  生涯学習においても、オンラインを活用した事業を展開するなど、新たな日常生活の中で、

市民の皆様が安心・安全に学習できる環境の整備に努めているところでございます。 

  教育委員会では、今後も基本的な感染防止対策の徹底を図り、各種事業の実施方法を工夫

しながら教育活動を継続してまいります。 

  令和４年度教育予算の大要でございますが、令和４年度当初予算における教育費は38億

9,744万1,000円で、前年度との比較で5.7％の増となります。 

  なお、教育に係る予算として、財産管理費の市施設営繕事業へ計上されている教育施設整

備に係る分を加え、教育費中、スポーツ関連業務分を差し引きますと、38億648万4,000円で、

一般会計歳出に占める割合は6.9％となります。 

  教育予算の主な内容につきましては、学校教育関係では、校舎の改修工事など施設環境の

改善のほか、グローバル社会で活躍できる人材を育成するため、小・中学生の英語検定料の

一部補助を継続してまいります。 

  また、次代を担う子どもたちに求められる資質、能力を育成するため、小・中学校におけ

る充実したＩＣＴ教育環境を生かし、学びの質を一層高め、子どもたちの活躍を支援してま

いります。 

  生涯学習関係では、市制施行50周年を記念した展示を開催し、郷土資料館のさらなる充実

を図ってまいります。 

  また、早稲田図書館の長寿命化を図り、読書環境を整備するほか、ふれあい文庫を拠点と

してふれあいブックサポーターによる市民交流を進めるなど、引き続き人生100年時代に求

められる市民の学習意欲に応えてまいります。 

  以上、令和４年度の予算大要を申し上げましたが、細部につきましては、担当部長から説

明いたさせます。 

○議長（武居弘治議員） 次に、学校教育部担当分についての説明を求めます。 

  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） 10款教育費中、学校教育部担当分につきましてご説明申し上げ

ます。 

  予算書の304、305ページをお開きください。 

  １項教育総務費、２目事務局費中、小・中学校適正規模適正配置事業につきましては、前
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間小学校及び後谷小学校の統合に伴う統合準備委員会の運営に係る費用等でございます。 

  306、307ページをお開きください。 

  ３目学務費中、中段、児童・生徒派遣費支援事業につきましては、各種スポーツ大会や音

楽コンクールなどに参加する費用の一部を補助するものでございます。 

  １つ飛びまして、小・中学校学校司書配置事業につきましては、全小・中学校に学校司書

を配置するものでございます。 

  １つ飛びまして、コミュニティ・スクール運営事業につきましては、彦成小学校、北中学

校２校に設置した学校運営協議会の委員の報酬及び費用弁償でございます。 

  ４目学校教育指導費中、下段の教育相談室運営事業につきましては、次ページにわたりま

すが、３つの教育相談室の運営及び専門的な知識、資格を持つ臨床心理士を配置するための

経費でございます。 

  ページ飛びまして、312、313ページをお開きください。 

  下段の小中学校夢応援プロジェクト事業につきましては、ギリシャ大使館との交流活動を

含めたオリパラ教育を推進するとともに、全小・中学校に配置するＡＬＴの派遣手数料並び

に小・中学生の英語検定を受検する検定料の一部を補助するものでございます。 

  次ページ、314、315ページをお開きください。 

  ２項小学校費、１目学校管理費中、下段の小学校運営管理事業につきましては、次ページ

にわたりますが、14節工事請負費は、戸ケ崎小学校の散水設備設置工事等でございます。 

  下段の小学校校舎改修事業につきましては、次ページにわたりますが、14節工事請負費に

つきましては、八木郷小学校北校舎改修工事及び高州小学校外壁改修工事でございます。 

  ２目教育振興費中、小学校児童就学援助費支給事業につきましては、令和５年度に入学す

る児童の新入学用品費分も含め、就学上の経費の一部を援助するものでございます。 

  １つ飛びまして、小学校教育用パソコン整備事業につきましては、ＧＩＧＡスクール構想

に伴うネットワーク利用や保守点検及び教職員用パソコンと増加する児童分のタブレットＰ

Ｃ等を整備するものでございます。 

  少し飛びまして、320、321ページをお開きください。 

  ３項中学校費、１目学校管理費中、中段の中学校校舎改修事業、12節委託料につきまして

は、彦糸中学校校舎改修工事設計業務委託でございます。 

  ２目教育振興費中、中学校生徒就学援助費支給事業につきましては、令和５年度に入学す

る生徒の新入学用品費分も含め、就学上の経費の一部を援助するものでございます。 
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  １つ飛びまして、中学校教育用パソコン整備事業につきましては、ＧＩＧＡスクール構想

に伴うネットワーク利用や保守点検及び教職員用パソコンや増加する生徒分のタブレットＰ

Ｃ等を整備するものでございます。 

  大きく飛びますが、348、349ページをお開きください。 

  ６項保健体育費、１目保健体育総務費中、上段の児童・生徒健康管理事業につきましては、

児童・生徒の健康診断に係る学校医、学校歯科医、学校薬剤師への報酬と健康診断の委託料

が主なものでございます。 

  少し飛びますが、362、363ページをお開きください。 

  ５目学校給食費中、下段の岩野木学校給食センター運営管理事業につきましては中学校分

の、次の364、365ページ中段の鷹野学校給食センター運営管理事業につきましては小学校分

の、それぞれ調理業務委託、配送業務委託料等が主なものでございます。 

  次ページ、366、367ページをお開きください。 

  上段の学校給食センター整備等事業につきましては、岩野木学校給食センターの老朽化に

伴う更新のための設計等の委託料でございます。 

  以上で学校教育部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、生涯学習部担当分についての説明を求めます。 

  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） 10款教育費中、生涯学習部担当分につきましてご説明申し上

げます。 

  ページ少し戻りまして、322、323ページをお開き願います。 

  ５項社会教育費、１目社会教育総務費でございます。 

  次ページ、324、325ページをお開き願います。 

  一番下の段、市民大学事業につきましては、次ページ、326、327ページにわたりますが、

子ども大学みさと及びみさと生きいき大学の開催に要する費用でございます。 

  １つ飛びまして、放送大学運営事業につきましては、瑞沼市民センター及び三郷中央にお

どりプラザに設置されている放送大学の再視聴施設の運営に要する費用でございます。 

  続きまして、２目人権教育費中、人権教育推進事業の７節報償費につきましては、人権セ

ミナー及び人権教育講演会の講師謝金に要する費用でございます。 
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  次ページ、328、329ページをお開き願います。 

  ３目公民館費中、一番下の段、公民館運営管理事業の７節報償費は、国際交流事業や家庭

教育学級、高齢者教育事業などの講師謝金に要する費用でございます。 

  次ページ、330、331ページをお開きください。 

  ４目「日本一の読書のまち」推進費中、「日本一の読書のまち」推進事業につきましては、

市制施行50周年記念文学講演会や各種読書啓発講座の開催などに係る費用が主なものでござ

います。 

  続きまして、５目図書館費でございます。 

  次ページ、332、333ページをお開きください。 

  一番下の段、図書館施設管理業務につきましては、次ページ、334、335ページにわたりま

すが、図書館施設の光熱水費や図書館情報システムなどの保守に係る委託料、機器の賃借料

が主なものでございます。 

  １つ飛びまして、図書館図書購入事業につきましては、市立、早稲田、北部の３図書館と

コミュニティセンター、彦成、東和東、高州の各地区文化センターの４図書室の図書資料の

購入費用や、市内各所に本を運ぶラッピングカーのふれあいブックワゴンを活用した事業に

係る図書購入費用が主なものでございます。 

  続きまして、６目文化財保護費中、郷土資料館運営管理事業につきましては、次ページ、

336、337ページにわたりますが、郷土資料館及び彦成小学校講堂記念館の維持・管理に係る

費用が主なものでございます。 

  次の文化財調査・保護事業の18節負担金補助及び交付金につきましては、市指定文化財を

保護・保存するための補助金が主なものでございます。 

  次ページ、338、339ページをお開き願います。 

  ８目市史編さん費中、市史編さん事業につきましては、三郷市史研究報告書「葦のみち」

の刊行に要する費用が主なものでございます。 

  続きまして、９目青少年健全育成費でございます。 

  次ページ、340、341ページをお開き願います。 

  上から３段目のジュニアリーダー養成キャンプ事業から、次ページ、342、343ページの上

から２段目、カミングリーダー養成プロジェクト事業までの４事業につきましては、各事業

の開催に要する費用でございます。 

  次の成人式開催事業につきましては、記念品代や会場借上げ料が主な費用でございます。 
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  次ページ、344、345ページをお願いいたします。 

  中ほどの親の学習推進事業につきましては、家庭の教育力の向上を図るため、三郷市青少

年育成市民会議に事業を委託するものでございます。 

  以上で生涯学習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、スポーツ健康部担当分について説明を求めます。 

  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） 10款教育費中、スポーツ健康部担当分につきましてご説明

申し上げます。 

  予算書、350、351ページをお開き願います。 

  ６項保健体育費、２目体育振興費でございます。 

  354、355ページをお開き願います。 

  中段のスポーツ教室事業につきましては、アスリートを招き、多くの市民のかたに気軽に

参加いただけるスポーツ教室を開催するための費用でございます。 

  次ページ、356、357ページをお開き願います。 

  上段の特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会運営事業につきましては、市制施行50周年記

念事業としまして、三郷市陸上競技場を会場としたラジオ体操会開催に係る費用でございま

す。 

  １つ飛びまして、陸上競技場運営管理事業でございます。 

  陸上競技場に係る運営管理を指定管理者である三郷市文化振興公社に委託する費用のほか、

公益財団法人日本陸上競技連盟の第４種公認の期間が更新の時期を迎えるに当たり、新たに

第３種の公認を申請するため、必要となるトラックやフィールドの修繕、用器具の購入等に

係る費用が主なものでございます。 

  次のスカイパーク運営管理事業につきましては、施設の運営管理に係る指定管理料が主な

ものでございます。 

  次ページ、358、359ページをお開き願います。 

  ３目シルバー元気塾推進費でございます。 

  シルバー元気塾推進事業につきましては、市内９会場、19コースで行うシルバー元気塾の

開催に係る費用が主なものでございます。 

  続きまして、４目体育館費でございます。 
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  一番下の総合体育館運営管理事業は、次ページ、360、361ページにわたりますが、運営管

理を指定管理者である三郷市文化振興公社に委託する費用が主なものでございます。 

  以上でスポーツ健康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） 公債費、諸支出金、予備費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） 公債費、諸支出金及び予備費につきましてご説明いたします。 

  ページ少し飛びまして、366ページ、367ページをお開き願います。 

  11款公債費につきましては、地方債の元金及び利子の償還に係るものでございます。 

  368、369ページをお開き願います。 

  12款諸支出金、１項開発公社費の土地開発公社健全化事業につきましては、公社の借入れ

に対する利子補給が主なものでございます。 

  次の２項基金費中の各基金積立金につきましては、年度中に発生する利子などでございま

す。 

  13款予備費につきましては、予見し難い予算の不足に充てるため計上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23号及び議案第25号の説明を求めます。 

  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23号 令和４年度三郷市国民健康保険特別会計予算

につきましてご説明申し上げます。 

  予算書のページが少し飛びまして、397ページをお開き願います。 

  第１条の歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ135億3,718万

3,000円と定めるものでございます。 

  第２条の一時借入金につきましては、借入れの最高額を７億2,000万円と定めるものでご

ざいます。 

  第３条の歳出予算の流用につきましては、流用できる範囲を定めるものでございます。 

  予算総額といたしましては、近年の被保険者数の減少傾向などを反映し、前年度と比較し
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て2.1％の減としております。 

  それでは、歳入歳出の内容につきまして、順次ご説明申し上げます。 

  少し飛びまして、408、409ページをお開き願います。 

  歳入でございますが、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、被保険

者数の減少が見込まれることなどから、前年度比6.6％の減としております。 

  なお、以下の比較増減につきましては、対前年度比を省略して申し上げます。 

  ２目退職被保険者等国民健康保険税につきましては、退職者医療制度廃止に係る平成26年

度までの経過措置終了に伴い、31.5％の減としております。 

  以上により、保険税全体としましては、6.6％減の27億6,033万3,000円を見込んでおりま

す。 

  次ページ、410、411ページをお開き願います。 

  ５款１項県補助金の１目保険給付費等交付金につきましては、保険給付費に充てるための

普通交付金及び市町村の個別の事情などに対して交付される特別交付金がございます。 

  ７款１項１目一般会計繰入金につきましては、次ページ、412、413ページにわたりますが、

2.9％減の10億8,643万1,000円としております。 

  ２項１目基金繰入金につきましては、三郷市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。 

  ９款諸収入につきましては、次ページ、414、415ページにわたりますが、延滞金、預金利

子及び医療費に係る第三者納付金などでございます。 

  以上で歳入の説明を終わります。 

  続きまして、歳出でございますが、次ページ、416、417ページをお開き願います。 

  １款１項１目一般管理費につきましては、医療費通知等に係る郵送料及び埼玉県国民健康

保険団体連合会への共同電算業務処理委託料が主なものでございます。 

  同じく２項１目賦課徴収費につきましては、次ページ、418、419ページにわたりますが、

納税通知書等の郵送料、日計処理業務やシステム改修に係る委託料などでございます。 

  次ページ、420、421ページをお開き願います。 

  ２款１項１目一般被保険者療養給付費につきましては、1.4％の減を見込んでおり、これ

を含む１項療養諸費全体といたしまして、1.4％減の81億5,614万4,000円を見込んでおりま

す。 

  ２項高額療養費につきましては、次ページ、422、423ページにわたりますが、全体で
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2.0％の減を見込んでおります。 

  次ページ、424、425ページをお開き願います。 

  ３款国民健康保険事業費納付金につきましては、次ページ、426、427ページにわたります

が、国保事業の運営に必要な費用として県に支払うもので、１項医療給付費分、２項後期高

齢者支援金等分及び３項介護納付金分を合わせて3.7％減の38億4,873万1,000円を計上して

おります。 

  ５款保健事業費中、１項２目疾病予防費につきましては、次ページ、428、429ページにわ

たりますが、各種健（検）診の自己負担金補助や人間ドック受診費用の助成、生活習慣病重

症化予防対策に係る費用などでございます。 

  ２項１目特定健康診査等事業費につきましては、次ページ、430、431ページにわたります

が、特定健康診査及び特定保健指導を実施するための経費でございます。 

  ８款諸支出金につきましては、次ページ、432、433ページにわたりますが、保険税の還付

に係る費用などを計上しております。 

  ９款予備費につきましては、前年度と同額としております。 

  続きまして、議案第25号 令和４年度三郷市後期高齢者医療特別会計予算につきましてご

説明申し上げます。 

  予算書481ページをお開き願います。 

  第１条歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ19億8,919万8,000円

と定めるものでございます。 

  対前年度比では、被保険者数の増加傾向を反映し、19.9％の増としております。 

  それでは、歳入歳出の内容につきまして、順次ご説明申し上げます。 

  少し飛びまして、492、493ページをお開き願います。 

  歳入でございますが、１款１項１目後期高齢者医療保険料につきましては、被保険者とな

る75歳以上の高齢者の増加が見込まれることや保険料率の改定などから、前年度比19.5％の

増としております。 

  ２款１項１目事務費繰入金につきましては、後期高齢者医療制度に係る事務経費を一般会

計から繰り入れるものでございます。 

  ２目保険基盤安定繰入金は、低所得者対策として県４分の３、市４分の１の負担割合で保

険料の均等割軽減分について一般会計から繰り入れるものでございます。 

  ４款諸収入につきましては、保険料還付金、還付加算金などでございます。 
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  続きまして、歳出でございます。 

  次ページ、494、495ページをお開き願います。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、広域連合に対して後期高齢

者医療保険料や保険基盤安定負担金を納付するものでございます。 

  以上で議案第23号及び議案第25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24号の説明を求めます。 

  妹尾安浩福祉部長。 

〔妹尾安浩福祉部長 登壇〕 

○福祉部長（妹尾安浩） 議案第24号 令和４年度三郷市介護保険特別会計予算につきまして

ご説明申し上げます。 

  予算書のページ戻りまして443ページをお開き願います。 

  第１条の歳入歳出予算でございますが、総額をそれぞれ105億4,786万3,000円と定めるも

ので、対前年度比5.1％の増となっております。 

  それでは、内容についてご説明申し上げます。 

  少し飛びますが、454、455ページをお開き願います。 

  ２歳入でございます。 

  １款１項１目第１号被保険者保険料の１節現年度分は、65歳以上の被保険者３万9,919人

分でございます。 

  ２款国庫支出金から４款県支出金までは、事業費の国県等の法定負担分でございます。 

  次ページ、456、457ページをお願いします。 

  上から２段目の６款１項の一般会計繰入金は、市の法定負担分でございます。 

  次の段、２項基金繰入金は、介護保険給付費支払基金からの繰入れでございます。これに

より予算上の基金残高は、４億7,410万9,000円となる見込みでございます。 

  続いて、460、461ページをお開き願います。 

  ３歳出でございます。 

  １款１項１目一般管理費中、介護保険運営事務事業は、介護保険の運営管理に係る経費で

ございます。 

  次ページ、462、463ページをお願いします。 

  ３項１目介護認定費の介護認定事務は、要介護認定事務に係る経費で、１節は７合議体分
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の認定審査会委員への報酬でございます。また、12節は要介護認定調査6,000件分の委託料

が主なものでございます。 

  次に、２款１項１目介護サービス等給付費から、次ページ、464、465ページ、３項１目高

額介護サービス費にかけての保険給付費は、第８期介護保険事業計画及びこれまでの実績に

基づき算定しております。 

  ３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業の18節負担金は、要支援認定を受けている

かたの訪問型サービスと通所型サービスの公費負担分でございます。 

  次ページ、466、467ページをお願いします。 

  ２項１目一般介護予防事業費の介護予防事業12節は、シルバー元気塾ゆうゆうコースやフ

レイル予防のための健康アップ教室などの委託料でございます。 

  次ページ、468、469ページをお願いします。 

  ３項１目包括的支援事業費中、包括的支援事業は、市内６か所の地域包括支援センターの

委託料などが主なものでございます。 

  また、下段の２目任意事業費中、成年後見制度利用支援事業は、成年後見人への報酬が主

なものでございます。 

  次ページ、470、471ページをお願いします。 

  ３目在宅医療・介護連携推進事業費は、在宅医療・介護連携サポートセンターへの委託料

が主なものでございます。 

  ４目生活支援体制整備事業費は、地域で高齢者の生活を支える体制づくりのための生活支

援コーディネーター業務の委託料が主なものでございます。 

  次ページ、472、473ページをお願いします。 

  ５目認知症総合施策事業費は、相談支援事業としての認知症初期集中支援チーム事業の委

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26号の説明を求めます。 

  藤丸譲司水道部長。 

〔藤丸譲司水道部長 登壇〕 

○水道部長（藤丸譲司） 議案第26号 令和４年度三郷市上水道事業特別会計予算につきまし

てご説明申し上げます。 

  予算書の503ページをお開き願います。 
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  第２条は、業務の予定量でございます。給水戸数は７万3,150戸で、前年度より400戸の増

でございます。増減につきましては、以降、前年度との比較で申し上げます。 

  年間総配水量は1,603万9,000立方メートルで、19万9,000立方メートルの増でございます。

１日平均配水量は４万3,942立方メートルで、545立方メートルの増でございます。 

  主要な建設改良事業は、配水管整備事業で延長約９キロメートルの耐震管の整備、浄配水

場施設整備事業で、災害時等に県水を直接市内に安定して配水ができるよう、令和３年度か

らの３か年継続事業である県水直送管の整備等を予定しております。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。収入の１款水道事業収益は25億

6,580万2,000円で、0.5％の増でございます。支出の１款水道事業費用は25億3,684万4,000

円で、1.6％の増でございます。 

  次ページ、504、505ページをお開き願います。 

  第４条は、資本的収入及び支出の予定額でございます。資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額、８億3,521万2,000円につきましては、建設改良積立金などで補填するもの

でございます。 

  収入の１款資本的収入は６億1,882万3,000円で、49.7％の増でございます。支出の１款資

本的支出は14億5,403万5,000円で、8.2％の増でございます。 

  第５条債務負担行為につきましては、水質検査業務委託など、後年度にわたり契約の履行

が必要なものを計上しております。 

  第６条企業債につきましては、配水管整備事業で４億円の借入れを予定しております。 

  第７条の一時借入金につきましては、借入れ限度額を４億円と定めるものでございます。 

  第８条は、予定支出の各項の経費の金額について、流用することができる場合を定めるも

のでございます。 

  第９条は、議会の議決を経なければ流用することの出来ない経費を職員給与費と定めるも

のでございます。 

  第10条は、たな卸資産の購入限度額を4,000万円と定め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27号の説明を求めます。 

  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） 議案第27号 令和４年度三郷市公共下水道事業特別会計予算につき
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ましてご説明申し上げます。 

  予算書の539ページをお開き願います。 

  第２条の業務の予定量でございますが、（１）から（４）に記載しておりますものは、令

和４年度末時点における予定量でございます。 

  １、水洗化世帯数につきましては、５万1,278戸でございます。 

  次に、２、年間総排水量につきましては、1,200万4,000立方メートル、３、一日平均排水

量につきましては、３万2,888立方メートルでございます。 

  続きまして、４、主要な建設改良事業の管渠事業でございますが、高州、谷口、新和、幸

房、谷中地区の枝線整備事業といたしまして、管渠延長約5.5キロメートルの汚水管布設工

事を予定しているものでございます。 

  続きまして、第３条の収益的収入及び支出の予定額についてご説明させていただきます。 

  収入の第１款下水道事業収益につきましては、31億3,478万7,000円でございます。 

  次に、支出の第１款下水道事業費用につきましては、29億7,418万2,000円でございます。 

  次ページ、540ページをお開き願います。 

  第４条の資本的収入及び支出の予定額でございますが、資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額、11億5,174万2,000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額や、過年度分及び当年度分の損益勘定留保資金で補填するものでございます。 

  収入の第１款資本的収入につきましては、23億6,179万3,000円でございます。 

  次に、支出の第１款資本的支出につきましては、35億1,353万5,000円でございます。 

  続きまして、第５条の債務負担行為につきましては、後年度にわたり、契約の履行が必要

なものといたしまして、早稲田中継ポンプ場の施設保守点検業務などの維持管理に関わる業

務や、工事の平準化を図るための実施設計業務及び公共汚水桝の設置業務などにつきまして、

債務負担行為を設定するものでございます。 

  次ページ、541ページをご覧願います。 

  第６条企業債につきましては、起債の目的や限度額などを定めるものでございます。限度

額につきましては、起債の目的ごとに公共下水道事業が12億3,360万円、中川流域下水道事

業負担金が7,770万円、資本費平準化が５億2,260万円といたしまして、それぞれ額を定める

ものでございます。 

  第７条一時借入金につきましては、借入れ限度額を20億円と定めるものでございます。 

  第８条予定支出の各項の経費の金額の流用でございますが、金額を流用することができる
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款項につきまして、具体的に定めるものでございます。 

  第９条議会の議決を経なければ流用することの出来ない経費につきましては、職員給与費

と定めるものでございます。 

  第10条他会計からの補助金につきましては、公共下水道事業の経営に充てるため、一般会

計からの補助金の額を１億9,575万4,000円と定め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。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（武居弘治議員） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 

  これにて本日は散会いたします。 

 

散会 午前１１時５０分 


