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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５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。 

  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４号～議案第１９号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第１、これより議案第４号から議案第19号までに対する質疑を

行います。 

  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 

  １番、寺沢美紗議員。 

〔１番 寺沢美紗議員 登壇〕 

○１番（寺沢美紗議員） それでは、議案第12号 三郷市立希望の郷交流センター設置及び管

理条例について質疑いたします。 

  １点目、パブリックコメントを実施していると思いますが、どのような意見があり、どの

ように反映されているのか伺います。 

  ２点目、災害時における避難所としての活用についてのお考えをお聞かせください。 

  以上で１回目の質疑を終わります。 
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○議長（武居弘治議員） 寺沢美紗議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 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

について、寺沢議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、１、パブリックコメントを実施していると思うが、どのような意見があり、その

うち取り入れているものがあればでございますが、（仮称）三郷市多世代交流複合施設基本

構想素案のパブリックコメントを令和元年８月に行いました。 

  主なご意見とその対応でございますが、障がい者、妊婦や子連れのかた、外国人なども含

めたバリアフリーでユニバーサルな交流の場として整備してほしいとの声に対しましては、

障がいのあるかたの利用に配慮し、バリアフリーの施設づくりを取り入れるほか、妊婦や子

連れのかたが利用可能な乳幼児トイレや授乳室も設置するなど、誰もが利用しやすいユニバ

ーサルデザインを取り入れております。 

  また、ユニバーサルシートを設置してほしいとの声に対しましては、乳幼児や障がいのあ

るかた、高齢者のおむつ交換にも使用できるユニバーサルシートを多目的トイレの中に設置

しております。 

  次に、２、災害時における避難所としての活用についての考えはでございますが、災害時

における避難所としての活用につきましては、交流センター西側の敷地に防災備蓄倉庫を整

備することから、活用方法について、今後、関連部署と調整を図ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 寺沢美紗議員。 

〔１番 寺沢美紗議員 登壇〕 

○１番（寺沢美紗議員） ご答弁ありがとうございます。それでは再質疑させていただきます。 

  市民の意見が最大限に反映された、あらゆる世代のかたにとって安心して活動できる新た

な拠点として大きな期待が持てる施設であると理解できました。 

  第１条に世代間交流の場及び文化活動の拠点とうたわれています。そこで、パブリックコ

メントの結果を踏まえ、どのように設備として反映されたのか再質疑させていただきます。 

  以上で再質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 寺沢美紗議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  小暮勲市民経済部長。 
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〔小暮 勲市民経済部長 登壇〕 

○市民経済部長（小暮 勲） 再度の質疑にお答えいたします。 

  世代間交流の場や文化活動の拠点についてどのように設備として反映されたのかでござい

ますが、文化芸術の発表の場を設けてほしいとの声に対しましては、２階にミニホール機能

を備えた多目的室を設置する設計としており、様々な利用目的での利用を見込んでおります。 

  そのほかに、交流スペースを設けてほしいとの声に対しましては、１階に幅広い世代の

方々に親しんでいただける交流スペースや多目的スペースを設けております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で寺沢美紗議員の質疑を終わります。 

  ８番、佐藤智仁議員。 

〔８番 佐藤智仁議員 登壇〕 

○８番（佐藤智仁議員） 私からは、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いて、２点ほど質

疑をさせていただきます。 

  まず１点目は、第２条及び第４条の２のうち、通勤手当の額が今回改められることになり

ましたが、通勤手当が含まれた理由についてお答えください。 

  ２点目については、金額をお示しください。 

  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いて２点伺

います。 

  １点目は、年間としては平均的な給与などの場合には期末手当がどのようになるのか、最

大、最小で金額をお示しください。 

  ２点目は、他市の状況はどのようかお答えください。 

  以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 佐藤智仁議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 佐藤智仁議員の質疑に順次お答えいたします。 

  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の１、第２条及び第４条の２のうち、通勤手当

の額が今回改められることになりましたが、通勤手当が含まれた理由と、２、金額をお示し
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くださいにつきましては、一括してお答えいたします。 

  通勤手当が含まれた理由でございますが、特別職に対して通勤手当を支給している団体は、

埼玉県内40市中16市が特別職に対して通勤手当を支給しており、通勤手当が実費弁償的性格

の強い手当であることから、今回、特別職においても通勤手当を新たに支給することとした

ものでございます。 

  なお、通勤手当につきましては、一般職の職員の例により、交通機関を利用する場合は定

期券等に係る実費負担額、自家用車等の交通用具を使用する場合は通勤距離に応じて支給す

るものでございます。 

  金額につきましては、両副市長、教育長合計で月額約２万7,000円、年額で約32万3,000円

を見込んでいるところでございます。 

  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の１、年間とし

ては平均的な給与などの場合には期末手当がどのようになるのか、金額をお答えください。

最大と最小の金額は幾らになるのかでございますが、今回の人事院勧告による0.15月分の期

末手当の引下げ及び令和３年12月支給の調整額による引下げによる影響でございますが、平

均的な給与月額の職員では、年間で約10万6,000円の減額となる見込みでございます。 

  また、今回の改定では、最大で19万754円、最小で５万85円の減額となります。 

  次に、他市の状況はでございますが、近隣の５市１町とも同様の改定を行うと伺っており

ます。 

  なお、埼玉県及び川越市、熊谷市、所沢市などにおいては、既に人事院勧告と同様の給与

改定を実施しております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 佐藤智仁議員。 

〔８番 佐藤智仁議員 登壇〕 

○８番（佐藤智仁議員） ご答弁ありがとうございました。それでは再度にわたって質疑をさ

せていただきます。 

  まず１点目は、全体として今回の議案第８号について質疑をさせていただきます。 

  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてなのですが、市全体としての影響

はどのようになるのかお答えください。 

  ２点目は、新型コロナウイルス感染症の状況下において、職員も大変厳しい状況もあると

思われます。今回の条例については、そういった期末手当の引下げが行われるわけですが、
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これを据え置くこともできたのではないかと思いますが、この点についてお答えください。 

  以上で２回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 佐藤智仁議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 再度の質疑にお答えいたします。 

  議案第８号関係でございますが、まず１点目、今回の給与改定による影響額でございます

が、一般会計における期末手当の影響額は4,573万3,000円、共済費への影響額が850万6,000

円でございます。 

  また、期末手当の引下げなのですが、据え置くことができなかったのかというご質疑でご

ざいますが、職員は通常業務に加えまして、全庁、全職員を挙げて新型コロナウイルス感染

症に関する様々な対応を行っているところでございますが、給与等につきましては、国や他

自治体との権衡を図る必要があることから、今回の改定を行うものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で佐藤智仁議員の質疑を終わります。 

  ７番、深川智加議員。 

〔７番 深川智加議員 登壇〕 

○７番（深川智加議員） それでは、議案第14号 三郷市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例について質疑をいたします。 

  この議案は、国の制度として子どもの均等割の軽減が行われるものですが、１、詳細、２、

影響をどう見込んでいるか、３、所得により軽減される世帯への対応とそれぞれ見込み人数

をお聞きし、１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 深川議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、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の１、均等割額制

度の詳細でございますが、本制度は子育て世代の経済的負担を軽減する観点から、国民健康

保険税について未就学児に係る被保険者均等割額の５割を軽減し、その軽減相当額を公費で

支援するものです。 
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  軽減対象は、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児とし、令和４年度分の国民健

康保険税から適用いたします。 

  なお、軽減を受けるに当たりましての申請は不要となります。 

  軽減相当額の財源構成は、国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１を負担するものと

されております。 

  次に、２、影響をどのように見込んでいるかでございますが、軽減対象となる未就学児は

約830名、その世帯は約630世帯、軽減総額は1,112万円を見込んでおります。 

  次に、３、所得により軽減される世帯への対応とそれぞれ見込み人数はでございますが、

本制度は所得による被保険者均等割額の軽減を受けている世帯の未就学児にも適用し、７割、

５割、２割の軽減後の被保険者均等割額の５割を軽減いたします。その対象となる人数の見

込みですが、７割軽減が約190人、約140世帯、５割軽減が約110人、約80世帯、２割軽減が

約120人、約90世帯を見込んでおります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員。 

〔７番 深川智加議員 登壇〕 

○７番（深川智加議員） それでは再質疑をいたします。 

  １、夫婦２人、未就学児２人の４人家族の場合、年間保険料は。 

  ２、高過ぎる国民健康保険税が生活を圧迫する中、収入のない子どもへの均等割徴収は子

育て支援に逆行すると思います。市独自の子育て支援施策として、子どもの均等割軽減の対

象を高校卒業時まで広げることや、均等割５割軽減を拡充し全額免除を行うべきですが、検

討しなかったのか。また、それをやった場合の予算はどのようになるのかをお聞きし、再質

疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 再度の質疑にお答えいたします。 

  初めに、夫婦２人、未就学児２人の４人家族で、未就学児の均等割軽減適用後の年間保険

税でございますが、世帯年収を400万円、夫婦ともに40歳と仮定した場合の年税額は約37万

円となります。 

  次に、市独自の子育て支援策として、対象年齢の拡大、均等割額の全額免除についての検
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討は行ったか、また、市で独自支援策を行った場合の影響額でございますが、対象年齢の拡

大等の支援策の拡充につきましては、国で統一した対応を取るべきものと考えておりますの

で、引き続き、支援制度の拡充と必要な財源を確保するよう、市長会などを通じて要望して

まいります。 

  次に、市の独自支援策として対象年齢を18歳までとし、均等割額の全額を減免した場合の

影響ですが、未就学児の均等割軽減と合わせまして、対象者は約1,700世帯で約2,800人、影

響額は約7,450万円となります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で深川智加議員の質疑を終わります。 

  ９番、工藤智加子議員。 

〔９番 工藤智加子議員 登壇〕 

○９番（工藤智加子議員） それでは、私からは議案第12号、第13号及び第17号についてそれ

ぞれ質疑をいたします。 

  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いて、４点質疑を行い

ます。 

  初めに、第３条（３）の条文に、「その他交流センターの設置目的を達成するための業

務」と書かれておりますが、具体的にどのようなことなのかお答えください。 

  ２点目に、第13条（３）の箇所に「市長が特に必要と認めた場合」とはどのような場合を

想定しているのか伺います。 

  ３点目は、第15条の「市長が特別に認める」とはどのような場合が考えられているのかお

答えください。 

  ４点目は、第21条、指定管理者の指定という条項がございます。希望の郷交流センターは、

複合施設として地域住民の様々な課題に対応する施設として期待されていると思います。災

害時は災害対応拠点としても機能するというふうに考えておりますが、市の直営ではない選

択肢が示されておりますのはどういうことなのでしょうか。直営にしない理由についてお答

えください。 

  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いて伺い

ます。 

  さきの議案第12号の条例に盛り込まれた指定管理者の指定ということになりますと、みさ

と団地出張所の運営はどのようになるのか、業務と職員配置についての考え方をお示しくだ
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さい。 

  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いて、５

点質疑いたします。 

  初めに、今回この条例改正の対象校となった２校について、対象になった理由についてお

答えください。 

  次に、小・中学校教育環境整備計画では、適正規模が示されておりますが、これはどのよ

うな考え方が根拠になっているのでしょうか、お答えください。 

  ３点目は、計画のこれまでのスケジュール、経緯はどのようだったのか、お示しください。 

  ４点目は、審議会の主な協議内容と答申についてご説明ください。 

  最後、パブリックコメントの意見、主な内容についてお答えいただきたいと思います。 

  以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 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

について、工藤議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、１、第３条第３号、その他交流センターの設置目的を達成するための業務とは具

体的にでございますが、まず業務の内容といたしましては、第１条で規定している設置目的

に沿った形で、地域の皆様が自発的に地域の活性化に資するために行う世代間交流の場を支

援していくものでございます。 

  具体的に申しますと、交流センター周辺のみさと団地には高齢のかたが多くお住まいです

ので、地域で見守るための自発的な活動を促すことを想定しております。そのほか、官学民

連携事業といたしまして、地域貢献を目指す団体や学校等の教育機関及び行政との連携によ

り、地域力が高められればと考えております。 

  次に、２、第13条第３号、市長が特に必要があると認めた場合とはでございますが、新型

コロナウイルスの感染拡大に伴う使用料の減免や施設設備の故障に伴い、部屋が使用できな

い場合の減免などを想定しております。 

  次に、３、第15条の市長が特別に認めるとはどのような場合かにつきましては、交流セン

ターを利用する者のことで、例えば、講座や教室での諸室の利用者や児童館、市役所出張所、

温浴室をはじめとした施設の利用者には、駐車場の使用料を２時間分減免するものでござい
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ます。 

  次に、４、第21条、指定管理者の指定とあるが、市の直営にしない理由はでございますが、

希望の郷交流センターの管理及び運営方法につきましては、市内の児童館における実績、温

浴室の日々の維持管理に係る特殊性、多世代交流を軸にした特色あるソフト事業の展開など

を総合的に勘案し、直営方式、業務委託方式、また指定管理者方式を検討しているところで

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いての１、

みさと団地出張所の業務と職員配置はでございますが、今回の条例改正では、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」に変更をいたし

ます。希望の郷交流センター出張所は、市が直営で行うことを予定しており、業務と職員配

置につきましては、現在と同様と考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 私からは、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いて、１、条例改正の対象校となった理由、２、適正規模とは

どのような考えが根拠になっているのか、３、計画のスケジュール、４、審議会の主な協議

内容と答申は、５、パブリックコメントの意見内容はについては関連がございますので、一

括して答弁させていただきます。 

  教育委員会では、国の法令上の学校規模の標準や、保護者、学校長に実施したアンケート

における望ましい１学年当たりの学級数の結果を踏まえ、令和２年３月、三郷市立小・中学

校教育環境整備計画を改定し、適正規模の方針を12学級以上といたしました。 

  令和２年７月には、通学区域編成審議会を設置し、12学級を下回る学校のある地域につい

て意見を求め、全５回の審議を経て、学級の小規模化が特に顕著である前間小学校及び後谷

小学校のある地域を先行して検討すべきであるという旨の答申をいただきました。 

  令和３年２月には、両校の学校統合等について通学区域編成審議会に意見を求め、全６回

の審議を経て、令和６年４月に現在の前間小学校の位置に統合する旨の答申をいただきまし

た。 

  教育委員会では、この答申に沿って統合方針を定め、令和３年10月には保護者や地域のか

たを対象とした説明会を開催、11月下旬からはパブリックコメント手続を実施し、統合時期、
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通学路の安全対策、跡地利用など様々なご意見をいただいたところでございます。 

  教育委員会といたしましては、将来を担う未来ある子どもたちによりよい教育環境を整備

していくことを目的に、前間小学校及び後谷小学校の統合を進めてまいりたいと考えており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子議員。 

〔９番 工藤智加子議員 登壇〕 

○９番（工藤智加子議員） それでは、議案第12号の希望の郷交流センターについてなのです

けれども、利用料の減免については、私ども従来から障がい者の方々向けの対応についてお

願いしていた経緯がございます。 

  今回の希望の郷交流センターも障がい者の皆様に対する利用料の減免等について対応して

いただけるというふうに思ってはいるのですけれども、ここのところ確認をさせていただき

たいと思います。 

  それから、議案第17号について何点か再質疑をさせていただきたいと思います。 

  まず、答申の中身についてもう少し詳しく説明をしていただきたかったというふうに思う

のですけれども、答申の附帯意見の中には、保護者や地域住民から説明会を通じて十分な説

明をしてくださいということは言われているわけなのですけれども、説明会は４回開催され

たというふうに伺っております。 

  その開催の中で、市民の皆様からの不安の声も上がったのではないかというふうに思うわ

けなのですけれども、このことについてしっかりとした対応ができているのかどうかという

ことが非常に疑問であります。既に、条例改正を先延ばしにして話し合いを重ねていただき

たいという要望も、署名を市のほうに提出されているというふうに聞き及んでいますけれど

も、市民の方々、関係者の皆様も含めてなのですけれども、不安要素などを含めてしっかり

と酌み尽くして、そして話し合いと相互理解がなされることが一番大切だというふうに思う

のですけれども、そのプロセスが十分になされたのかということについて、もう一度学校教

育部長からお答えいただきたいと思います。 

  それから、これも同じなんですけれども、子どもの声がどのように酌み取られているのか。

もう時代は変わってきていますから、子どもを主権者として子どもの声をしっかりと受け止

める必要があるというふうに思います。 

  例えば、統合計画の中にメリット、デメリットについてきちんと書かれているわけですけ
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れども、実際に通っている児童の皆様から、友達が少ないから寂しいとか、友達がいないか

ら切磋琢磨できないというふうには言わないでしょうけれども、学校生活にやりがいがない

みたいな、そういう声が聞かれているのかどうか、現場のほうの実態を伺いたいと思います。 

  この際ですから、子どもの声を十分に聞いてみるということも必要だったのではないかと

いうことと、併せて、専門家の皆さんの公聴会を開くなり、小規模化に対するメリットとデ

メリットについてしっかりと関係者の皆様に情報公開をした上で、教育環境の在り方につい

て議論するべきだったのではないかというふうに思うわけなんですけれども、その辺につい

てどのようにお考えになっているのか伺いたいと思います。 

  以上で２回目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 工藤議員の再度の質疑にお答えいたします。 

  希望の郷交流センターの利用について、障がい者減免は行う予定なのかといった趣旨の質

疑であったかと思いますが、三郷市障がい者等の利用に係る公の施設使用料減免条例におき

まして、減免する施設を定めた上で使用料を減免することとなっております。 

  つきましては、他の施設と同様に、希望の郷交流センターにつきましても、同条例の所管

部署と調整を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 工藤議員の再度の質疑にお答えいたします。 

  答申の中身をもっと詳しくというところで、十分な説明がないままで相互の理解のプロセ

スが十分になされていなかったのではないかということでございますが、教育委員会としま

しても、先ほども申し上げましたが、計４回の説明会を開催し、直接ご意見を伺っておりま

す。その後もパブリックコメントを実施したところでございます。 

  それによりまして、様々な意見があるということは重々承知しておりますが、教育委員会

としては小規模化を早期に解消する必要があるということで、令和６年４月の統合のスケジ

ュールで進めていきたいと考えております。 

  ２点目でございますが、子どもの声を酌み取っているのかどうかという質疑であるかと思
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います。こちらにつきましては、子どもたちに対して、今後アンケートを取るということに

ついては考えておりません。今後、学校を通じて分かりやすく伝えていく必要はあるものと

考えております。 

  統合に当たっては、今後、統合後の学校生活に期待が持てるように、統合前から学校行事

等の機会を活用して、児童が交流できる機会を設けていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で工藤智加子議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑は終わりました。 

  これにて議案第４号から議案第19号までの質疑を終結いたします。 

 

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

 

◎議案第４号～議案１９号の委員会付託 

○議長（武居弘治議員） 日程第２、これより議案第４号から議案19号までの委員会付託を行

います。 

  議案第４号から議案第19号までにつきましては、皆様のお手元に配付いたしてあります議

案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会へ付託をいたします。 

 

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

 

◎議案第２０号及び議案第２１号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第３、これより議案第20号及び議案第21号に対する質疑を行い

ます。 

  質疑の通告がありますので、発言を許します。 

  11番、西村寿美枝議員。 

〔１１番 西村寿美枝議員 登壇〕 

○１１番（西村寿美枝議員） 議案第20号 令和３年度三郷市一般会計補正予算、10款教育費、

３項中学校費、１目学校管理費の中学校校舎改修事業について質疑をいたします。 

  改修工事の内容とスケジュールの詳細をお聞きして、１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 西村寿美枝議員の質疑に対する答弁を求めます。 
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  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） 西村議員の質疑にお答えいたします。 

  補正予算書17ページ、18ページ、中学校校舎改修事業について、改修工事の内容とスケジ

ュールを詳細にでございますが、初めに、改修工事の内容につきましては、北中学校は今後、

生徒の増加が見込まれておりますので、普通教室として活用するための改修や施設の長寿命

化対策を実施していくための工事でございます。 

  主な工事内容といたしましては、校舎外壁の改修や屋上防水の更新、普通教室の空調設備

の整備、給水管の入替え、照明のＬＥＤ化でございます。 

  次に、スケジュールでございますが、６月に着工し、令和５年２月竣工を予定しておりま

す。生徒がいない夏季休業中を中心に工事を進めるとともに、教育環境に配慮しながら工事

エリアを区画して、安全対策を十分に行ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で西村寿美枝議員の質疑を終わります。 

  ７番、深川智加議員。 

〔７番 深川智加議員 登壇〕 

○７番（深川智加議員） 議案第20号 令和３年度三郷市一般会計補正予算（第12号）につい

て質疑をいたします。 

  11ページ、歳入、地方交付税の普通交付税について、増額理由をお聞きします。 

  次に、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いて、中身を詳細にお答え

ください。 

  次に、13ページ、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いて、１、積

算根拠は、２、同基金から北中学校校舎改修事業に充当するというものですが、その根拠は、

３、基金残高はどのようか、お答えください。 

  次に、15ページ、歳出、民間保育所等運営支援事業、認定こども園運営改善費等支援事業

について、一括して質疑します。 

  感染防止用品の購入などと説明がありましたが、詳細をお聞きし、１回目の質疑を終わり

ます。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  平川俊之財務部長。 
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〔平川俊之財務部長 登壇〕 

○財務部長（平川俊之） 深川議員の歳入に関する質疑に順次お答えいたします。 

  11、12ページ、普通交付税の増額理由はでございますが、国の令和３年度補正予算におい

て、国税収入の補正等により地方交付税が増額されたことに伴い、追加交付額７億6,711万

4,000円を計上したところでございます。 

  次に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の中身を詳細にでございますが、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、地方における感染症への様々な対応、

取組を支援するために国から交付されるものでございます。 

  今回、予算計上いたしました2,482万円につきましては、令和３年度に実施する学校及び

児童クラブなどの感染症対応に係る国庫補助事業の地方負担分を基に交付を受けるものでご

ざいます。 

  次に、13、14ページ、三郷市三郷インターＡ地区等公共施設整備基金繰入金の１、積算根

拠は、及び２、根拠はにつきましては関連がございますので、一括してお答えいたします。 

  三郷市三郷インターＡ地区等公共施設整備基金は、三郷インターＡ地区及びその隣接する

地区の公共施設の整備に要する経費の財源に充てるために設置された基金でございます。こ

のことから、同地区にある北中学校校舎改修事業費の一般財源部分に充当するため、8,900

万円を計上したところでございます。 

  次に、３、基金残高はでございますが、このたびの補正予算編成後の基金残高につきまし

ては、約２億7,800万円でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 令和３年度三郷市一般会計補正予算、歳出、16ページ、民間

保育所等運営支援事業と、次の認定こども園運営改善費等支援事業の詳細につきまして、一

括してお答えいたします。 

  新型コロナウイルス感染防止対策として、私立保育園、認定こども園、小規模保育施設、

事業所内保育施設、認可外保育施設の合わせて45施設に対して、コロナ禍における事業を継

続的に実施する支援として、職員等が勤務時間外や休日に保育室等の消毒、清掃をすること

で生じる手当の支給や衛生用品の購入等の経費について補助するものでございます。 

  １施設当たりの補助額の上限は定員数で区分されており、定員60人以上の私立保育園15施
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設と認定こども園４施設に対しては50万円、定員20人以上59人以下の私立保育園２施設と認

可外保育施設５施設に対しては40万円、定員19人以下の小規模保育施設７施設と事業所内保

育施設２施設及び認可外保育施設10施設に対しては30万円でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で深川智加議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑は終わりました。 

  これにて議案第20号及び議案第21号の質疑を終結いたします。 

 

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

 

◎議案第２０号及び議案２１号の委員会付託 

○議長（武居弘治議員） 日程第４、これより議案第20号及び議案21号の委員会付託を行いま

す。 

  議案第20号及び議案第21号につきましては、皆様のお手元に配付いたしてあります議案付

託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会へ付託をいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５２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２２号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第５、これより議案第22号に対する質疑を行います。 

  初めに、歳入に対する質疑を行います。 

  質疑の通告がありますので、発言を許します。 

  ７番、深川智加議員。 



【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 

－18－ 

〔７番 深川智加議員 登壇〕 

○７番（深川智加議員） それでは、議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算、歳入分に

ついて質疑をいたします。 

  24ページ、市税、市民税、個人について、納税義務者１人当たりの平均所得金額の見込み

はどのようか、お聞きします。 

  次に、市民税、法人について、１、増額理由を詳細に、２、業種別の見込みはどのようか、

お答えください。 

  次に、固定資産税について、１、新築家屋の増加について、全体件数と増加している主な

地域の件数はどのようか、お聞きします。 

  次に、28ページ、法人事業税交付金について、増額理由はどのようか、お答えください。 

  次に、30ページ、環境性能割交付金について、増額理由はどのようか、お答えください。 

  次に、地方交付税について、増額理由をお聞きします。 

  最後に、36ページ、個人番号カード利用環境整備費補助金について、１、中身を詳細に、

２、増額理由をお聞きし、１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 深川議員の歳入に関する質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、予算書24、25ページ、個人市民税の納税義務者１人当たりの平均所得金額の見込

みはどのようかでございますが、令和３年度の課税実績からコロナ禍の影響を見直し、納税

義務者の所得金額が増額となることを見込み、令和４年度の納税義務者１人当たりの平均所

得金額を344万9,197円と見込んでおります。 

  続きまして、法人市民税の１、増額理由を詳細にでございますが、前年度予算におきまし

ては、コロナ禍の影響により、法人税割額が大幅に減額すると見込んでおりましたが、令和

３年度の申告納付状況から法人の業績の回復を見込んで、率にして25.8％、額にして約１億

8,800万円の増額を見込むものでございます。 

  次に、２、業種別の見込みはどのようかでございますが、法人市民税の増額が大きい主な

業種でございますが、令和３年度予算比で卸売、小売業、飲食店が約7,200万円、運輸、通

信業が約4,400万円、製造業、約2,300万円と見込んでおります。 

  続きまして、固定資産税の１、新築家屋の増加についての全体件数と増加している主な地
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域の件数はでございますが、令和４年度から課税する見込みの全体の新築件数は499棟でご

ざいます。増加している主な地域の件数でございますが、戸ヶ崎地区が約60棟、高州地区が

約50棟、中央地区が約40棟でございます。 

  続きまして、28、29ページ、法人事業税交付金の増額理由はどのようかでございますが、

法人事業税交付金は、法人住民税、法人税割の減収分の補填措置として法人事業税の一部が

都道府県から市町村に交付されるものであり、国の令和４年度地方財政計画によりますと、

法人事業税の全国の総額が令和３年度と比較して35％の増額となっており、令和３年度交付

見込額も参考に、前年度より１億2,000万円増額の２億円を計上したところでございます。 

  続きまして、30、31ページ、環境性能割交付金の増額理由はどのようかでございますが、

環境性能割交付金は、令和元年度に自動車取得税が廃止となり導入されたものであり、国の

令和４年度地方財政計画によりますと、自動車税環境性能割の全国総額が令和３年度と比較

して59％の増額となっており、これを参考に前年度より1,000万円増額の4,000万円を計上し

たところでございます。 

  最後に、地方交付税の増額理由はでございますが、国の令和４年度地方財政計画によりま

すと、地方交付税の全国総額が令和３年度と比較して3.5％の増額となっております。当市

においては、市税等の増収により基準財政収入額の増額を見込んでおりますが、基準財政需

要額につきましても、扶助費などの社会保障関係費の増加などにより増額するものと見込ん

でいることから、特別交付税も含めた地方交付税額は前年度より１億2,000万円増額の12億

3,000万円を計上したところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 深川議員の質疑に順次お答えいたします。 

  予算書36、37ページ、個人番号カード利用環境整備費補助金についての１、中身を詳細に

でございますが、市役所１階等に設置しておりますマイナポイント設定支援コーナー設置に

係る運営委託料と通信機器等の賃借料に対して、国から補助金が交付されるものでございま

す。 

  次に、２、増額理由についてでございますが、国におけるマイナポイント事業の実施期間

が、令和３年度に比べ、令和４年度は長く設定されていることから、本市における設定支援

事業に係る費用も増額しており、これに対して交付される補助金が増額しているものでござ
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います。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員。 

〔７番 深川智加議員 登壇〕 

○７番（深川智加議員） それでは、２点再質疑をいたします。 

  市民税個人について、過去３年間の納税義務者１人当たりの所得金額をお聞きします。 

  次に、地方交付税について、今後の見通しをお聞きし、再質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 深川議員の再質疑に順次お答えいたします。 

  ２点あったかと存じますけれども、１点目、直近３年分の個人市民税納税義務者１人当た

りの平均所得金額についてでございますけれども、令和元年度331万8,976円、令和２年度

338万3,825円、令和３年度342万4,206円となっております。 

  次に、２つ目の地方交付税の今後の見通しについてでございますが、国の経済財政運営と

改革の基本方針2021によりますと、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額に

ついて、令和６年度まで令和３年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準

を確保するというふうにされております。 

  しかしながら、現段階では令和５年度以降の地方財政計画が明らかではないため、詳細な

推計を行うことは困難でございますけれども、市税が伸びている現状を考えますと、本市の

普通交付税の交付額が大きく伸びることは期待できないのではないかというふうに考えてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で深川智加議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による歳入の質疑は終わりました。 

  次に、歳出に対する質疑を行います。 

  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 

  ４番、宇治由紀子議員。 

〔４番 宇治由紀子議員 登壇〕 

○４番（宇治由紀子議員） それでは、議案第22号 令和４年度三郷市一般会計歳出の部、



【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 

－21－ 

283ページとなります。 

  ８款土木費、４項都市計画費、６目みどり公園費につきまして質疑いたします。 

  事業名、都市公園等整備事業におけます工事請負費、施設整備工事費の内訳とインクルー

シブ公園の詳細をお示しください。 

○議長（武居弘治議員） 宇治由紀子議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 宇治議員の質疑にお答えいたします。 

  予算書282、283ページ、都市公園等整備事業について順次お答えいたします。 

  初めに、施設整備工事費の内訳でございますが、３つの工事を見込んでおります。まず、

鷹野五丁目において、生産緑地を借地し、都市公園として整備する工事費が4,700万円、次

に、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3,700

万円、また、早稲田三丁目のアカシア公園において、複合遊具設置に係る工事費が800万円、

以上、３つの工事費の合計で9,200万円を計上しております。 

  次に、インクルーシブ公園の詳細はでございますが、広場面積約1,500平方メートルの外

周を1.2メートルのフェンスで囲み、広場内には体幹の弱い子どもも乗ることができるブラ

ンコや、車椅子に乗ったまま遊ぶことができるテーブル型砂場、さらには介護者と一緒に利

用できる滑り台を備えた複合遊具などを整備する予定でございます。 

  なお、インクルーシブ公園整備に際しましては、本市と相互協力による包括協定を締結し

ております跡見学園女子大学と共同研究を行い、学生たちからアイデアを募るとともに、市

内の障がい児支援に係る各種団体からも意見聴取を行い、イメージプランの作成に取り組ん

できたところでございます。 

  インクルーシブ公園の整備につきましては、令和３年４月に策定した緑の基本計画の重点

施策に掲げる魅力ある公園づくりの実現化であるとともに、多様性を尊重した誰一人取り残

さない社会の実現をスローガンとしたＳＤＧｓにも寄与するものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 宇治由紀子議員。 

〔４番 宇治由紀子議員 登壇〕 

○４番（宇治由紀子議員） ご答弁ありがとうございました。 
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  昨今、コロナの影響もありまして、屋外でのコミュニティスペースの価値が再認識され、

そしてまた、このインクルーシブ公園はまだ例が少なく、注目がされているところで、魅力

あるまちづくりとして非常によい取組と思いました。 

  その中で、今後の計画や構想などございましたらお示しいただきたく、これにて再質疑を

終了させていただきます。 

○議長（武居弘治議員） 宇治由紀子議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 再度の質疑にお答えいたします。 

  今後、他の公園等にインクルーシブ公園を増設していく考えはあるのかというご質疑だっ

たと思いますが、今後のインクルーシブ公園の増設につきましては、今回のインター南中央

公園内のインクルーシブ広場開園後の利用状況や、来園者からのご意見などを踏まえ、検討

していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で宇治由紀子議員の質疑を終わります。 

  ２番、齊藤幹郎議員。 

〔２番 齊藤幹郎議員 登壇〕 

○２番（齊藤幹郎議員） それでは、議案第22号 令和４年度三郷市一般会計、歳出について

質疑をいたします。 

  初めに、163ページ、３款民生費、１項社会福祉費、２目障害福祉費、手話言語条例推進

事業について、１、条例の制定以降、これまでに行ってきた事業の実績について、２、今後

予定されている推進策についてお伺いいたします。 

  次に、199ページ、３款民生費、２項児童福祉費、５目保育所費、保育所運営管理事務事

業について、保育所の園庭遊具の木製への更新に関して、１、どのような遊具を考えている

のか、２、補助制度等の活用についてお伺いいたします。 

  次に、267ページ、８款土木費について、３項河川費、２目河川維持費、排水ポンプ場維

持管理事業の事業内容を詳細にご説明願います。 

  続いて、同項目の水路浚渫事業の事業内容を詳細にご説明願います。 

  最後に、３目河川整備費、排水ポンプ場中央監視設備設置事業の事業内容を詳細にご説明

願います。 
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  以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 齊藤幹郎議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 齊藤議員の質疑にお答えいたします。 

  予算書163ページ、３款１項２目、障害福祉費、手話言語条例推進事業の、最初に１、今

までの事業の実績についてでございますが、三郷市こころつながる手話言語条例は、平成29

年４月１日に施行されましたが、これ以降の主な取組といたしましては、手話に対する理解

及び普及促進などを目的として、手話を通じて支援する人材の育成のための手話通訳者養成

講座など、各種手話講座を毎年開催し、平成29年度から令和２年度までの間で延べ172名の

方が手話を学びました。 

  また、市民の手話に対する理解や啓発を推進するための聴覚障がい理解促進セミナーは、

令和２年度を除き、毎年実施しているところであり、平成29年に初めて開催した手話言語条

例制定記念セミナーでは、約200名のかたが参加され、また、今年度開催したセミナーでは、

新型コロナウイルス感染症対策のため、会場の定員を50名といたしましたが、ユーチューブ

での配信も併せて行ったところ、こちらには100名を超す申込みがあり、また、当日参加の

手話ワークショップでは約70名のかたが参加してくださいました。 

  このほか、本条例の周知や啓発のためにリーフレットを作成し、こちらもその後の状況の

変化に合わせた改定を行っているところでございます。 

  次に、２、今後、予定している推進策についてでございますが、これまでの事業を継続す

るとともに、市民のかたがより手話に親しみを持っていただけるよう、新たに啓発を目的と

した手話動画を作成するとともに、市ホームページやデジタルサイネージなども活用し、さ

らなる周知啓発を行ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 199ページ、保育所運営管理事務事業の質疑にお答えいたし

ます。 

  １、どのような遊具を考えているのかでございますが、老朽化している園庭遊具の更新と

して、上口保育所には木製複合遊具を、高州保育所には木製鉄棒の設置を考えております。 
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  次に、２、補助制度等の活用についてでございますが、今回の園庭遊具の更新についての

財源として、森林環境譲与税の活用を考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 齊藤議員の質疑に順次お答えいたします。 

  予算書267ページの排水ポンプ場維持管理事業につきましてお答えいたします。 

  １、事業の内容を詳細にでございますが、排水機場の排水機能を確保するため、適正な施

設の維持管理を行うことで、台風などの大雨時において浸水被害の軽減を図ることを目的と

しております。 

  市内各所に設置しております市管理の排水機場は32か所ございますが、各排水機場のポン

プ排水量の合計は毎分約1,450トンでございます。この排水量は小学校の25メートルプール

に換算いたしますと、１分間に約３杯分の水を排水することができる排水量でございます。 

  令和４年度につきましては、高州三丁目排水機場のポンプ増設や戸ヶ崎五丁目排水機場の

除塵機及び高圧受配電盤の更新工事などを実施する予定でございます。 

  続きまして、水路浚渫事業につきましてお答えいたします。 

  １、事業の内容を詳細にでございますが、水路には土砂やごみのほか、生活排水などによ

りヘドロなどが堆積しやすく、市民の皆様から数多くの水路清掃のご要望をいただいており

ます。そのため、生活環境の改善や地域の排水を素早く河川へと排水する機能を確保するた

め、水路のしゅんせつを実施しております。 

  令和４年度につきましても、引き続き、水路内の堆積状況や流下状況などを踏まえながら、

水路の排水能力の維持と市民の皆様からの多くのご要望に応えられますよう、市内各所で水

路しゅんせつを実施する予定でございます。 

  続きまして、排水ポンプ場中央監視設備設置事業につきましてお答えいたします。 

  １、事業の内容を詳細にでございますが、中央監視システムは、市内各所の排水機場など

につきまして、ポンプの運転状況や河川や水路の水位状況を、市役所に設置してあるパソコ

ンなどによりリアルタイムで監視することができるシステムでございます。そのため、排水

機場などで不具合が発生した際には、即時に速やかな対応が可能となるものでございます。 

  令和４年度につきましては、新和調整池や大場川下流排水機場に増設されたポンプなどに

つきまして、新たに監視システムを設置するほか、河川や水路の水位状況などの情報を活用
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してより効果的な内水排除を行うために、ポンプやゲートなどの設備を遠隔で操作が可能と

なる設備を、高州三丁目排水機場や鷹野五丁目排水機場などに設置し、水位対策の強化を図

る予定でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 齊藤幹郎議員。 

〔２番 齊藤幹郎議員 登壇〕 

○２番（齊藤幹郎議員） それぞれご答弁ありがとうございました。それでは再度質疑を行い

たいと思います。 

  初めに、手話言語条例推進事業についてです。 

  お互いを理解し合い、社会生活を営むための言葉が音声言語だけではないことを理解し、

それぞれの言語を尊重することは重要だと考えます。改正障害者基本法にも明記され、手話

が言語であるという認識が広まる中、県内でも早い段階から条例制定を行った三郷市独自の

施策はどのようなものがあるのでしょうか。お伺いいたします。 

  次に、園庭遊具の更新についてです。 

  木製遊具の自然なぬくもりは、子どもたちを自然と遊びに夢中にさせ、五感にも働きかけ、

豊かな感性を育むでしょう。とはいえ、木製である以上は劣化が起こります。ささくれによ

るけが、割れやぐらつきによる事故を防ぎ、安全・安心に遊べるための点検方法について伺

います。 

  最後に、河川の維持整備についてです。 

  昨年度と比較すると、排水ポンプ場維持管理事業や水路浚渫事業、排水ポンプ場中央監視

設備設置事業の予算が大幅に増えていますが、この理由について再度ご答弁をお願いいたし

ます。 

  以上で２回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 齊藤幹郎議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 再度の質疑にお答えいたします。 

  本市独自の取組に係るご質疑かと思われます。 

  本市における手話の普及啓発の事業の実施に当たりましては、事業に関係する団体である

三郷市聴覚障害者協会や市内の手話サークルのかたとの交流の機会を多く持つようにし、普
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及啓発について効果的な方法が取れるよう、情報の共有を図っているところが特色となって

いるところでございます。 

  また、セミナーなど事業を実施する際には、協会等のかたと企画準備段階から意見交換を

行うとともに、受付、ワークショップなどにも協力していただくなどの工夫をしているとこ

ろでございます。 

  今後につきましても、市民のかたに手話を身近に感じていただけるよう、引き続き効果的

な事業に取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 再度の質疑にお答えいたします。 

  木製遊具の点検方法についてでございますが、鉄製の遊具も木製の遊具も点検方法には変

わりないと聞いておりますので、これまでと同様、園庭遊具の安全性を確保するため、年１

回、専門業者に点検を委託し、実施するとともに、毎月１回、園庭遊具点検表に基づき、保

育所職員による目視及び触診による日常点検を実施するなど、子どもたちが安全で安心して

利用できるよう努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 齊藤議員の再度の質疑にお答えいたします。 

  排水ポンプ場維持管理事業や水路浚渫事業、排水ポンプ場中央監視設備設置事業の予算が

大幅に増えている理由についてでございますが、令和４年度は、国の防災・減災、国土強靭

化のための５か年加速化対策の緊急自然災害防止対策事業や緊急浚渫推進事業による地方債

を有効に活用して治水対策を促進させるものでございます。 

  そのため、ポンプ場の施設の老朽化などに伴う更新事業の拡充や、水路しゅんせつの実施

範囲の拡充及び中央監視システムにつきましては、監視システムの設置箇所数や遠隔操作な

どの機能を拡充し、浸水被害の軽減を図ってまいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で齊藤幹郎議員の質疑を終わります。 

  １番、寺沢美紗議員。 
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〔１番 寺沢美紗議員 登壇〕 

○１番（寺沢美紗議員） それでは、議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算、歳出につ

いて質疑いたします。 

  初めに、201ページをお開きください。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、５目保育費、病児・病後児保育事業について伺います。 

  病児・病後児保育の現在の状況及び手続につきまして、１点目、いつからどちらで始まっ

たのでしょうか。 

  ２点目、令和３年度の利用者数は。 

  ３点目、予約方法について伺います。また、予約システム導入のメリットについて、どの

ようにお考えか伺います。 

  続きまして、357ページをお開きください。 

  10款教育費、６項保健体育費、２目体育振興費、陸上競技場運営管理事業について、第４

種から第３種に引き上げるメリットにつきまして伺います。 

  以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 寺沢美紗議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 201ページ、病児・病後児保育事業の質疑にお答えいたしま

す。 

  １、病児・病後児保育の現状及び手続についてでございますが、病児・病後児保育事業は、

平成26年１月から開始した事業で、みさとしらゆり保育園へ業務委託し実施しております。 

  １日の利用定員は病児保育１名、病後児保育３名の合計４名で、令和３年４月から令和４

年１月末までの利用実績は、病児保育が延べ101名、病後児保育は延べ109名、合計延べ210

名となっております。 

  予約方法でございますが、まず、市に電話にて病児あるいは病後児の仮予約をしていただ

きます。その後、医療機関を受診し、診療情報提供書の発行を受け、その診療情報提供書と

三郷市病児保育・病後児保育利用申込書を市の窓口に持参いただき本予約となり、ご利用い

ただけます。予約の受付は前日までとなっております。 

  次に、２、予約システム導入のメリットをどのように考えているのかでございますが、予

約システムを導入することにより、お手元にあるパソコンやスマートフォンで本予約までで
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きるため、電話や窓口に来ていただく必要がなくなること、また、利用当日の予約受付も可

能となることから、病児・病後児を抱える保護者の負担はかなり軽減されることがメリット

であると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 寺沢議員の質疑にお答えいたします。 

  予算書357ページ、陸上競技場運営管理事業について、１、第４種から第３種に引き上げ

るメリットでございますが、公益財団法人日本陸上競技連盟の定める第４種から第３種への

公認取得により、開催できる大会の規模が、これまで中学校体育連盟主催の大会や市内の大

会に限られたものが、高等学校体育連盟主催の大会や大学競技会の開催が可能となるもので

ございます。 

  メリットといたしましては、市内外からよりレベルの高い選手が集い、投てき競技など、

より多くの競技種目において、その技術やパフォーマンスを目の当たりにでき、市民アスリ

ートのレベルアップにつながるものと考えております。 

  併せて、ギリシャ共和国の陸上選手団が東京2020大会の事前キャンプ地として利用し、金

メダリストが誕生するという誇らしい歴史を刻んだ三郷市陸上競技場が、より多くのかたに

認知され、活用していただけるものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 寺沢美紗議員。 

〔１番 寺沢美紗議員 登壇〕 

○１番（寺沢美紗議員） ご答弁ありがとうございます。 

  病児・病後児保育事業につきましては承知いたしました。ネット予約が可能となることで、

利用者にとって大きな負担軽減となるすばらしい取組だと思いました。 

  続きまして、陸上競技場運営管理事業について再質疑いたします。 

  市内外からよりレベルの高い選手を身近に見る機会が増えることで、市民の体力技能向上

に寄与するものと考えられ、本市にとりましてシティセールスにもつながると期待していま

す。 

  そこで、第３種として公認競技場となった場合、どのような活用をお考えか伺います。 

  以上で再質疑を終わります。 
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○議長（武居弘治議員） 寺沢美紗議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 再度のご質疑にお答えいたします。 

  第３種として公認競技場となった場合、今後どのような活用を考えているかとの再度の質

疑でございます。今後も引き続き、陸上の各種大会や記録会などご利用いただくほか、陸上

競技以外につきましても、スポーツイベントの開催や大学ラグビーの公式戦利用など、市民

の皆様に様々な形でスポーツを楽しんでいただけるような活用方法を検討するとともに、第

３種公認競技場として新たな大会、競技会等の開催に向け、様々な機関に誘致を働きかけて

まいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で寺沢美紗議員の質疑を終わります。 

  ５番、一色雄生議員。 

〔５番 一色雄生議員 登壇〕 

○５番（一色雄生議員） それでは、通告に従い質疑を行います。 

  議案第22号 令和４年度三郷市一般会計、歳出について２点伺います。 

  初めに、83ページをお開きください。 

  １款総務費、２項総務管理費、６目情報政策費、12月の一般質問でも取り上げさせていた

だきましたが、デジタル化推進事業についてお聞きいたします。 

  令和３年度の事業内容と令和４年度の事業内容についてお答えください。 

  次に、89ページ、１款総務費、２項総務管理費、８目広報費、市ホームページ改修事業に

ついてお聞きします。 

  令和４年度の市ホームページシステム改修の詳細についてお答えください。 

  以上で１回目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 一色雄生議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 一色議員の質疑にお答えいたします。 

  予算書82、83ページ、デジタル化推進事業のデジタル化推進支援業務の内容についてでご

ざいますが、令和３年度は、会議等の音声データを文字データに変換する音声テキスト化シ
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ステムや、ロボットに入力作業等を代行させるＲＰＡの本格導入等を行い、デジタル化によ

る業務の効率化を図ったところでございます。 

  令和４年度につきましては、ＲＰＡの対象業務の拡充に取り組むとともに、申請書等に記

載された文字をコンピュータに取り組むことができるＡＩ－ＯＣＲ等、さらなるデジタル技

術の導入を予定しております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 質疑にお答えいたします。 

  予算書89ページ、市ホームページシステム改修事業の改修の内容についてでございますが、

現在の市のホームページは平成19年の導入から13年が経過しており、その間、必要に応じ、

様々な改良を加えてまいりましたが、情報内容の長年の蓄積により目的の情報が探しづらい

などの課題が生じているところでございます。 

  このためシステムを一新し、ユーザーの満足度の度合いであるユーザビリティの向上を図

るとともに、障がいをお持ちのかたや高齢者のかたも含め、誰でも必要な情報を取得するこ

とができるよう、ウェブアクセシビリティのさらなる向上を図ることを目的にホームページ

のリニューアルを行うものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 一色雄生議員。 

〔５番 一色雄生議員 登壇〕 

○５番（一色雄生議員） それぞれご答弁ありがとうございました。それでは再質疑をさせて

いただきます。 

  まず、83ページのデジタル化推進事業についてですが、ご説明いただいたＡIとＲＰＡに

ついての事業内容は承知いたしました。 

  先ほどご説明いただいた内容は、具体的にどのような場面で、どのような部署で使われて

いるかなど、今までの実績や令和４年度のこれからの想定場面をそれぞれお聞かせください。 

  次に、89ページ、市ホームページ改修事業についてですが、ホームページの改修に至るま

でのプロセスや目的に関しては承知いたしました。 

  しかし、予算では2,363万円もの費用が計上されています。一般的なホームページ改修に

かかる費用は個人のホームページで20～30万円ほど、中小企業で80万円ほど、大企業で100
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万円～200万円ほどかかると言われています。今回の2,363万円という費用の積算内容をお聞

かせください。 

  以上で終わります。 

○議長（武居弘治議員） 一色雄生議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 再質疑にお答えいたします。 

  ＡＩ等について具体的にどのように使われたか、令和４年度、これからの利用の想定とい

ったご質疑だったと思います。 

  令和３年度の音声テキスト化システムの利用実績といたしましては、庁内で行われた会議

や各部署で事務局を担っている都市計画審議会等の各種審議会の会議録作成で156件、約110

時間分の音声データのテキスト化に利用されました。 

  令和４年度導入予定のＡＩ－ＯＣＲの利用といたしましては、課税業務の各種届出書の取

り込みや児童手当の申請書等の取り込みでの利用を検討しております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 再度の質疑にお答えいたします。 

  改修費用の積算根拠というところでございますが、ホームページの改修費用の積算におき

ましては、盛り込む機能のほか、対象となるページ数が大きく影響いたします。一般に民間

のホームページですと、大体80～100ページと言われておりますが、地方自治体のホームペ

ージは、住民生活に密着した多岐にわたる分野で情報を発信する必要があり、ページ数が多

くなる傾向にございます。 

  本市でも、現在、約3,300ページございますので、その分費用もかかることとなっており

まして、このような積算となってございます。 

  なお、リニューアルに当たりましては、ページ数の適正化も行う予定となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で一色雄生議員の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 零時００分 

 

再開 午後 １時００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。 

  11番、西村寿美枝議員。 

〔１１番 西村寿美枝議員 登壇〕 

○１１番（西村寿美枝議員） それでは、予算書の81ページをお開きください。 

  議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算、歳出について質疑をいたします。 

  ２款総務費、総務管理費、情報政策費の基幹業務システム管理事業と、次ページ、82、83

ページの個人番号カード環境整備事業についてお伺いします。各事業内容の詳細をお伺いい

たします。 

  続いて、91ページ、財産管理費、庁舎管理事業について、施設改修工事の詳細をお伺いし

ます。 

  続いて、119ページ、災害対策費、防災行政無線更新整備事業について、事業内容とスケ

ジュールの詳細をお伺いします。 

  続いて、317ページ、10款教育費、小学校費、学校管理費、小学校校舎改修事業について、

八木郷小学校北校舎改修工事の内容とスケジュールの詳細をお伺いします。 

  321ページ、中学校費、学校管理費、中学校校舎改修事業について、事業内容の詳細をお

伺いします。 

  以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 西村寿美枝議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 西村議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、予算書80、81ページ、基幹業務システム管理事業についての１、事業内容を詳細

にでございますが、基幹業務システム管理事業は、住民票の写しや各種証明書などの発行、

税の賦課計算等の業務を行う基幹業務システムやそれに係る機器を管理しているものでござ

います。 

  そのうち、委託料といたしましては、コンビニ交付システムに係る保守料、各種帳票の出



【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 

－33－ 

力やデータ入力などを行う電算処理委託料、法令改正に対応するためのシステム改修委託料

などが主なものでございます。 

  また、令和４年度の新たな取組として、マイナンバーカードを所有しているかたが、自身

の情報確認やオンライン申請がワンストップでできるマイナポータルサイトでのぴったりサ

ービスとの連携がございます。 

  具体的には、転出、転入手続のワンストップ化に係るものとなりますが、マイナポータル

サイトで申請された転出等の内容を基幹業務システムに反映できるようにするシステムを構

築するものでございます。 

  次に、82、83ページ、個人番号カード環境整備事業についての１、事業内容を詳細にでご

ざいますが、マイナポイント第２弾は、本年１月から開始しておりますが、第２弾では第１

弾に引き続き、マイナンバーカードを取得し、キャッシュレス決済で買い物をされたかたへ

のポイント付与に加え、健康保険証とのひもづけや公金受取口座とのひもづけをされたかた

へのポイントの付与が予定されております。 

  本市では、現在、マイナポイントの申込みなどを支援するコーナーを市役所本庁舎等に設

置しておりますが、令和４年度についても引き続き実施するための委託料でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 西村議員の質疑にお答えします。 

  90、91ページ、庁舎管理事業の施設改修工事の詳細はでございますが、施設改修工事の内

訳といたしましては、本庁舎耐震補強工事、本庁舎空調設備改修工事、本庁舎受変電設備電

源盤更新工事、議場天井改修工事の４件でございます。 

  それぞれ内容を申し上げますと、本庁舎耐震補強工事につきましては、令和３年度の１階、

２階に引き続き、３階部分の内部耐震補強工事を実施するものでございます。 

  なお、令和５年度に４階、５階を行いまして、耐震補強工事は完了となる見込みでござい

ます。 

  次に、本庁舎空調設備改修工事でございますが、老朽化が進んでおります空調設備につき

ましては、令和４年度から令和６年度の３か年で上層階から順に更新する計画としており、

令和４年度は７階及び６階に着手いたします。 

  更新内容につきましては、現況の灯油だき集中方式から電気個別方式に改修するものでご
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ざいます。 

  次に、本庁舎受変電設備電源盤更新工事でございますが、受変電設備機器の老朽化に伴う

更新工事でございます。 

  最後に、議場天井改修工事でございますが、建築基準法の改正に伴い、天井脱落防止対策

を実施するものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 西村議員の質疑にお答えいたします。 

  予算書119ページ、防災行政無線更新整備事業の事業内容とスケジュールを詳細にについ

てでございますが、現在、市では災害時における職員間の通信手段の１つとして、アナログ

波を使用した移動系防災行政無線を整備しておりますが、無線機の経年劣化やデジタル波へ

の移行促進に伴い、機器の更新整備を行うものでございます。 

  整備に当たりましては、通信エリアが広く、コストパフォーマンスなどに優れたものを検

討し、現在、設置してある基地局、市庁舎屋上のアンテナでございますが、これらの整備な

どを不要とし、通信を行うシステムに対応したスマートフォン型のコンパクトな機器の導入

を予定しております。 

  更新整備のスケジュールといたしましては、令和４年９月を目途に、機器の整備、庁内関

係部署及び施設への配備、また、職員に対しての操作習熟を図るための講習を行い、速やか

に運用開始できるよう進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 西村議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、予算書316、317ページ、小学校校舎改修事業について、八木郷小学校北校舎改修

工事の内容とスケジュールの詳細はでございますが、八木郷小学校北校舎は鉄筋コンクリー

ト造２階建の校舎で、現在は八木郷小児童クラブ、第１教育相談室、適応指導教室「野のさ

と」の複合施設でございます。 

  主な工事内容といたしましては、長寿命化対策として、外壁の改修や屋上防水の更新、廊

下、階段の内装改修、和式便器の一部洋式化、照明のＬＥＤ化でございます。 



【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 

－35－ 

  スケジュールにつきましては、７月に着工し、12月竣工を予定しております。 

  安全対策につきましては、施設利用者に配慮しながら工事エリアを区画しまして、安全対

策を行ってまいります。 

  続きまして、320、321ページ、中学校校舎改修事業について、事業内容の詳細はでござい

ますが、令和５年度に校舎改修工事を予定しております彦糸中学校校舎改修工事の設計業務

でございます。 

  設計業務の実施に当たりまして、現場調査で劣化状況の確認を行い、長寿命化対策として、

外壁や屋上防水などの劣化箇所の改修や給水管などの設備を更新するための実施設計を行い

ます。 

  設計期間につきましては、令和４年７月から令和５年２月までを予定しております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 西村寿美枝議員。 

〔１１番 西村寿美枝議員 登壇〕 

○１１番（西村寿美枝議員） それでは再質疑をさせていただきます。 

  83ページの情報政策費、個人番号カード環境整備事業について伺います。 

  マイナポイント設定支援業務についてですが、先ほど企画政策部長も言ってくださったよ

うに、健康保険証のひもづけ、また、公金受け取りの口座登録などを今後予定されています。

今後の設定支援についてどのように考えておられるかお伺いして、再質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 西村寿美枝議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 再質疑にお答えいたします。 

  今後の設定支援についての考えをという質疑だったかと思います。今後、健康保険証との

ひもづけや公金受け取り口座とのひもづけが始まりますと、マイナポイントの申込みを希望

されるかたの増加が考えられますことから、申込みの支援方法につきましては、より利用し

やすい環境づくりに努めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で西村寿美枝議員の質疑を終わります。 

  ７番、深川智加議員。 

〔７番 深川智加議員 登壇〕 
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○７番（深川智加議員） それでは、議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算、歳出、総

務費と土木費について質疑をいたします。 

  67ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、会計年度任用職員人件費につ

いて、１、正規職員、通年で勤務する会計年度任用職員について、ア、それぞれの見込み人

数は、イ、会計年度任用職員の割合は、ウ、会計年度任用職員の継続雇用人数はどのようか、

お答えください。 

  次に、68ページ、平和意識高揚事業について、新しい取組があれば中身を詳細にお答えく

ださい。 

  次に、76ページ、男女共同参画促進事業について、１、課長級以上の女性管理職の割合に

ついてどのようか、２、育児休業の実績をお答えください。 

  次に、80ページ、基幹業務システム管理事業について、新しい取組について詳細をお答え

ください。 

  次に、82ページ、デジタル化推進事業について、１、デジタル技術の試行導入などを行う

とありますが、概要を、２、デジタル化推進支援業務の中身と委託先はどのようか、お聞き

したいと思います。 

  次に、126ページ、収納管理事務について、新規事業について詳細をお聞きします。 

  次に、土木費、262ページ、歩道整備事業について、中身を詳細にお答えください。 

  次に、264ページ、橋りょう維持事業について、設計と橋りょう補修工事について詳細を

お答えください。 

  次に、264ページ、橋りょう架替事業について、設計と工事について詳細をお答えくださ

い。 

  次に、266ページ、水路整備事業について、増額理由はどのようか、お答えください。 

  次に、268ページ、水路上部歩道活用事業、設計と工事について詳細をお答えください。 

  次に、272ページ、公共交通政策推進事業中の調査設計業務委託について、増額理由をお

答えください。 

  次に、274ページ、土地区画整理支援事業について、１、三郷駅南口周辺交通環境調査検

討について中身を詳細に、２、三郷北部地区土地区画整理について、ア、現状、イ、進捗状

況、ウ、財政支援について総額幾らかお答えください。 

  次に、276ページ、都市計画道路駒形線整備事業について、１、この年度で行う工事内容

をお聞きし、１回目の質疑を終わります。 
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○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 深川議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、予算書の64ページから67ページ、職員人件費、会計年度任用職員人件費の１、正

規職員、会計年度任用職員についてのア、それぞれの見込み数はでございますが、一般会計

における正規職員の見込みは930人、４月から通年で勤務する会計年度任用職員の見込みは

446人でございます。 

  次に、イ、会計年度任用職員の割合はでございますが、約32.4％となる見込みでございま

す。 

  次に、ウ、会計年度任用職員の継続雇用人数はでございますが、令和２年度から令和３年

度に継続して雇用している会計年度任用職員は417人でございます。 

  続きまして、予算書69ページ、平和意識高揚事業について、新しい取組があれば詳細にに

ついてでございますが、本市では非核平和都市宣言の下、様々な平和事業を実施しており、

特に令和４年度は市制施行50周年を迎えるに当たり、これまでの平和意識高揚事業を継続す

ることはもとより、事業を拡充して、改めて戦争の悲惨さや平和の尊さを市民の皆さんと考

える機会を得るため、４月に市制50周年記念平和パネル展を開催する予定でございます。 

  内容は、被爆した子どもたちの詩や作文に絵本画家、いわさきちひろ氏の絵本作品を合わ

せたパネルの展示や、子ども司書による平和に関する図書の紹介など、戦争の悲惨さや平和

の尊さを世代を超えて後世に伝えていくための企画を予定しているところでございます。 

  今後につきましても、新型コロナウイルスの感染状況も踏まえつつ、平和意識の高揚に資

する事業の推進に努めてまいります。 

  続きまして、予算書77ページ、男女共同参画促進事業の１、課長級以上の女性管理職の割

合についてはどのようかでございますが、令和３年４月１日現在、課長級以上の管理職104

人中、女性管理職は18人でございまして、割合は17.3％でございます。 

  次に、２、育児休業の実績を男女それぞれででございますが、令和２年度中に育児休業を

新規に取得した職員は、男性４人、女性17人で、令和３年度、これまでに育児休業を新規に

取得した職員は、男性５人、女性16人でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 日暮義一企画政策部長。 
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〔日暮義一企画政策部長 登壇〕 

○企画政策部長（日暮義一） 深川議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、予算書80、81ページ、基幹業務システム管理事業の新しい取組についての詳細を

についてでございますが、先ほど西村議員への答弁と重複いたしますが、転出・転入手続の

ワンストップ化に係る取組が新たなものでございます。マイナポータルサイト上で申請され

た転出等の内容を、基幹業務システムに反映できるようにするシステムを構築するものでご

ざいます。 

  次に、予算書82、83ページ、デジタル化推進事業の１、デジタル技術の試行導入などを行

うとあるが、概要をと、２、デジタル化推進支援業務の中身と委託先はどのようかにつきま

しては関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  こちらも一色議員への答弁と重複してしまいますが、令和４年度につきましては、ＲＰＡ

の対象業務の拡充、ＡＩ－ＯＣＲの新規導入、また、電子決裁システムの試行導入を行うも

のでございます。 

  なお、委託先につきましては、来年度の事業を実施していく中で決定してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 深川議員の質疑にお答えいたします。 

  126、127ページ、収納管理事務の新規事業について詳細をでございますが、市税等の納付

方法について、コンビニエンスストアや金融機関窓口に出向かず、自宅や外出先でいつでも

どこでもスマートフォンから簡単に納付可能な非接触型収納チャンネルを導入いたします。 

  現在導入しているインターネットバンキングを利用して納付ができるモバイルレジの機能

を拡充し、スマートフォンアプリ決済及びクレジットカード払いにより納付できるものでご

ざいます。 

  内容につきましては、スマートフォンアプリ、ＬＩＮＥ ＰａｙやＰａｙＰａｙなどで納

付書に印字しているバーコードを読み取り、アプリ内にチャージ済みの電子マネーで納付す

る方法でございます。また、モバイルレジ内で納付書に印字してあるバーコードを読み取り、

クレジットカードで納付する方法でございます。 

  なお、いずれの場合も30万円以下の納付書の場合に利用でき、利用可能税目等につきまし

ては、現在、コンビニエンスストアで納付可能となっている市県民税、固定資産税などの市
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税及び国民健康保険税のほか、介護保険料などの保険料等でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 深川議員の質疑に順次お答えいたします。 

  予算書263ページから265ページにわたりますが、歩道整備事業につきましてお答えいたし

ます。 

  中身を詳細にについてでございますが、半田地先の市道1137号線において、延長約65メー

トルの歩道整備工事を実施する予定でございます。 

  続きまして、橋りょう維持事業につきましてお答えいたします。 

  設計と橋りょう補修工事について詳細をでございますが、設計につきましては、吹上小学

校北側の下第二大場川に架かる吹上歩道橋につきまして、補修工事を行うための設計を実施

する予定でございます。 

  補修工事につきましては、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、半田彦成跨線道路橋に接

続する半田側三郷駅方面の無名4143号橋や大場川に架かる岩野木橋の２橋につきまして補修

工事を実施する予定でございます。 

  続きまして、橋りょう架替事業につきましてお答えいたします。 

  設計と工事について詳細をでございますが、設計につきましては、花の郷公園東側の第二

大場川に架かる無名2016号橋につきまして架替工事を行うための設計を実施する予定でござ

います。 

  工事につきましては、三郷北部地区土地区画整理事業による道路整備に伴い、彦糸橋及び

北在家橋の２橋につきまして橋りょうの拡幅工事を実施する予定でございます。 

  続きまして、予算書267ページから269ページにわたりますが、水路整備事業につきまして

お答えいたします。 

  増額理由と工事場所でございますが、増額理由につきましては、先ほど齊藤議員の質疑で

もご答弁いたしましたとおり、令和４年度は国の防災・減災、国土強靭化のための５か年加

速化対策による緊急自然災害防止対策事業などの地方債により、水路整備につきましても事

業を拡充するものでございます。 

  工事場所につきましては、彦成三丁目、半田、上口二丁目地先において、延長約300メー

トルの水路整備工事を実施する予定でございます。 
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  続きまして、水路上部歩道活用事業につきましてお答えいたします。 

  設計と工事について詳細をでございますが、設計につきましては、半田、新和一丁目、小

谷堀、谷口、戸ヶ崎一丁目地先などにつきまして、水路の蓋かけ整備のための設計を実施す

る予定でございます。 

  工事につきましては、戸ヶ崎一丁目、栄一丁目、鷹野一丁目、鷹野五丁目、高州一丁目、

高州二丁目、高州三丁目、上彦名、早稲田七丁目、谷中、谷口、新和四丁目、彦野一丁目地

先において、延長約700メートルの水路蓋かけ工事を実施する予定でございます。 

  続きまして、予算書277ページ、都市計画道路駒形線整備事業につきましてお答えいたし

ます。 

  １、この年度で行う工事内容はについてでございますが、第二大場川を渡る都市計画道路

天神笹塚線の橋りょう工事や第二大場川の河川改修工事などを実施する予定でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、272、273ページの公共交通政策推進事業、調査設計業務委託について、増額理由

はにつきましてお答えいたします。 

  第５次三郷市総合計画基本構想の将来都市構造において、三郷中央駅周辺は都市交流拠点

として位置づけております。にぎわいと活気ある快適な都市空間の形成により、市のシンボ

ルとなる都市拠点づくりを進めるため、令和２年度から業務に着手し、三郷中央駅前広場の

見直し検討、三郷中央駅や周辺施設の利用実態調査などの基礎業務を実施したところでござ

います。 

  令和４年度においては、三郷中央駅前広場を中心とした改修事業方針を決定するために、

関係機関協議や地域意見を踏まえた検討を行うこととしております。 

  委託内容でございますが、駅前広場の利便性向上に向けたワークショップの開催支援、駅

前広場の再配置などの基本設計を行うものでございます。つきましては、これまでの基礎検

討を基に、より具体的な検討に着手するため、委託費を増額するものでございます。 

  続きまして、274、275ページ、土地区画整理支援事業につきまして順次お答えいたします。 

  初めに、１、三郷駅南口周辺交通環境調査検討についての中身を詳細にでございますが、

土地区画整理事業完了後、約40年が経過する三郷駅南口周辺におきましては、都市環境の変
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化や様々な動向を踏まえ、利便性の向上を目指した交通環境改善に向けた調査検討を行うも

のでございます。 

  なお、主な業務の内容といたしましては、地元地権者などからご意見をお聞きし、本地域

における交通環境の課題を整理する中で、改善点の検討を行うものでございます。 

  次に、２、三郷北部地区土地区画整理についてのア、現状、イ、進捗状況、ウ、財政支援

についての総額は幾らかにつきましては関連がございますので、一括してお答えいたします。 

  三郷北部地区土地区画整理事業は、令和２年３月27日に事業認可を行い、組合施行により

事業が進められているところでございます。 

  現状及び進捗状況といたしましては、令和２年９月から区画整理工事に着手し、事業区域

を３工区に分けて、現在は第１工区の調整池工事をはじめとして、第２工区において主に盛

土など宅地造成工事を行っております。その他、令和３年11月には仮換地指定が行われたと

ころでございます。 

  また、契約済みの総事業費ベースでの進捗率といたしまして、令和３年度末で44.1％の予

定となっております。 

  次に、市の財政支援につきましては、三郷市土地区画整理事業補助金交付要綱に基づき算

出しており、現在の事業計画において、令和２年度から令和５年度までの４か年で総額６億

4,000万円を交付する計画でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員。 

〔７番 深川智加議員 登壇〕 

○７番（深川智加議員） それでは、１点再質疑をいたします。 

  76ページ、男女共同参画促進事業について、育児休業の平均取得日数は男女それぞれでど

のようかお答えください。 

  以上お聞きしまして、再質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 再度の質疑にお答えいたします。 

  男女共同参画促進事業の育児休業の平均取得期間を男女別にでございますが、令和２年度

中に育児休業を新規に取得した職員の平均取得日数は、男性が約１か月、女性が約１年３か
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月、令和３年度、今年度ですが、これまでに育児休業を新規に取得した職員の平均取得日数

については、男性が約１か月、女性が約１年５か月でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で深川智加議員の質疑を終わります。 

 

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

 

◎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 午後 １時４０分 


