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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８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２２号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第１、これより議案第22号に対する質疑を行います。 

  第５日目に引き続き、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、発言を許します。 

  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） おはようございます。 

  それでは、議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算、歳出より順次質疑を行います。 

  初めに、109ページになります。 

  ２款総務費、１項総務管理費、23目消費生活対策費、消費生活支援事業について１点伺い

ます。 

  この間、条例により対策強化がなされてきておりますが、その効果はどのようか、お答え
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ください。 

  次に、113ページです。 

  26目交通安全費、交通安全啓発事業について１点伺います。 

  令和４年度では２名の増員となりました。今後、どのように配置されていくのかお答えく

ださい。 

  次に、113ページから115ページになります。 

  27目防犯推進費、防犯のまちづくり推進事業について１点伺います。 

  委託料の防犯パトロール業務は増額で対策強化が必要だと考えます。この点についてどの

ようかお答えください。 

  次に、117ページになります。 

  28目災害対策費、地域防災推進事業について１点伺います。 

  減額理由についてお答えください。 

  次に、131ページ、２項徴税費、５目資産税費、土地評価替え事業について１点伺います。 

  増額の理由をお答えください。 

  次に、243ページになります。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、農政事務について１点伺います。 

  18節負担金補助及び交付金について詳細にお答えください。 

  次に、245ページになります。 

  ３目農業振興費、農業経営・生産支援事業について１点伺います。 

  18節負担金補助及び交付金について、水田経営支援の内容を詳細にお答えください。 

  次に、251ページになります。 

  ７款商工費、１項商工費、２目商工振興費、観光振興事業について１点伺います。 

  12節委託料の計画策定業務について詳細にお答えください。 

  次に、293ページになります。 

  ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、救急活動事業について１点伺います。 

  市内の活動状況はどのようか、また、昨年度と比較して同額の理由についてお答えくださ

い。 

  次に、２目非常備消防費、消防団維持事業について２点伺います。 

  この増額理由についてお答えください。また、充足率はどのようかお答えください。 

  次に、305ページになります。 
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  10款教育費、１項教育総務費になります。２目事務局費、小・中学校適正規模適正配置事

業について２点伺います。 

  この内容を詳細にお答えください。２点目は、調査分析等支援業務委託について詳細にお

答えください。 

  次に、313ページになります。 

  ４目学校教育指導費、いじめ不登校対策事業について１点伺います。 

  昨年と同様の金額となっておりますが、増額により対策強化が必要と考えます。何か取組

がなされているのか、状況をお答えください。 

  次に、351ページになります。 

  ６項保健体育費、１目保健体育総務費、学校保健支援事業について、この増額理由はどの

ようかお答えください。 

  次に、367ページになります。 

  ５目学校給食費、学校給食センター整備等事業について１点伺います。 

  この内容について詳細にお答えください。 

  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。 

  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） 佐藤智仁議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、予算書109ページ、消費生活支援事業についての１、条例と効果はでございます

が、三郷市振り込め詐欺等の被害防止に関する条例の平成31年４月１日施行に伴い、警察等

の関係行政機関と連携を図りながら情報提供や啓発活動を行い、被害の未然防止に努めてお

ります。 

  また、現在は特殊詐欺に関する注意喚起パンフレットの配布やパネル展示を実施するなど、

啓発活動を行い、特殊詐欺未然防止の効果につながるものと考えております。 

  続きまして、113ページ、交通安全啓発事業につきまして、２名増員となったがどこへ配

置されていくのかでございますが、当該報償費は交通指導員の報償金でございます。 

  現在、32名の交通指導員がおりますが、立花小学校と高州小学校から交通指導員の増員要

望を受けたため、令和４年度から両小学校に１名ずつ増員し、34名となる予定でございます。 

  続きまして、同じく113ページ、防犯のまちづくり推進事業について、委託料の防犯パト
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ロール業務は増額し、対策強化が必要だと考えますが、でございますが、夜間防犯パトロー

ル業務委託は、吉川警察署、市内防犯ステーションと連携を図り、犯罪発生箇所のパトロー

ルや、人流が多く犯罪発生の可能性が高い市内３駅での立哨警戒、防犯意識向上のための声

かけなどを、２人１組の２班体制で午後７時から翌日の午前１時までの間、土・日・祝日も

通して実施しております。 

  今後も市民の安心・安全を守るため、関係機関と連携して効果的なパトロールに努めてま

いります。 

  続きまして、242、243ページ、農政事務の１、負担金補助及び交付金について詳細にでご

ざいますが、農政事務の負担金につきましては、土地改良の推進や広域で利用する農業施設

の管理をするために組織された協議会などに対する負担金、及び古利根堰の耐震工事や利根

中央地区経営基幹水利施設の管理事業に対して、事業費の一部を負担するものでございます。 

  続きまして、244、245ページ、農業経営・生産支援事業の１、負担金補助及び交付金につ

いて、水田経営支援の内容を詳細にでございますが、水田経営支援につきましては、農業用

水の取水が困難な水田に対する農業用ポンプや用水設備の設置に対する補助支援でございま

す。 

  また、経営所得安定対策の推進や米の需給調整の推進などを行う三郷市農業再生協議会に

対し、埼玉県から助成された補助金について、市を経由して交付しております。 

  続きまして、予算書250、251ページ、観光振興事業の委託料の計画策定業務について詳細

にでございますが、現在、本市では、これまで国、国土交通省と協力し、三郷駅南側の江戸

川河川敷地に緊急用船着場を設置しているところでございます。今後はこうした拠点を生か

し、地域ニーズに対応した河川敷地の多様な利用などを含めた地域の景観、歴史、文化や市

の観光資源などと連動した河川空間とまち空間を融合させた良好な空間形成を目指す取組を

図っていく事業でございます。 

  令和４年度は、まず今後の計画検討を行うため、業務の委託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） 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） 質疑にお答えいたします。 

  予算書117ページ、地域防災推進事業の１、減額理由についてでございますが、地域防災

推進事業につきましては、令和４年度から地域防災推進事業及び災害応急対策事業の２事業
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に分割したことによるものでございまして、現在の地域防災推進事業の各業務の目的や内容

を課内の組織に合わせて整理し、自助・共助の取組に関する業務について地域防災推進事業

に計上し、公助の取組に関する業務について災害応急対策事業を新設したものでございます。 

  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） 佐藤智仁議員の質疑にお答えいたします。 

  131ページ、土地評価替え事業の１、増額理由はでございますが、固定資産税は３年ごと

に評価額を見直す評価替え制度が取られており、令和４年度につきましては、次回の令和６

年度の評価替えに向け、令和５年１月１日時点における市内265地点分の土地に係る不動産

鑑定業務の委託料を計上したため増額となったものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 浅香一雄消防長。 

〔浅香一雄消防長 登壇〕 

○消防長（浅香一雄） 佐藤智仁議員の質疑に順次お答えいたします。 

  予算書293、294ページ、救急活動事業、１、市内の活動状況はどのようか、昨年度と比較

して増額の理由はについてお答えします。 

  まず、市内の活動状況についてですが、新型コロナウイルス感染症第６波が到来している

中、１月から２月末日にかけて、救急搬送困難事案となる現場滞在時間が30分以上かつ病院

連絡回数４回以上の救急は136件で、全体の10.4％となり、最も長い現場滞在時間は４時間

22分でございます。第５波のときと同様に救急搬送困難事案が発生しております。 

  次に、昨年度と比較して増額の理由はについてですが、救急隊員の新型コロナウイルス感

染防止対策として、感染防護衣等の不足が予測されるため、消耗品費を増額したことが主な

理由でございます。 

  次に、296、297ページ中段、消防団維持事業、１、増額理由はについてお答えします。 

  全国の消防団員数は令和３年４月１日時点で80万4,877人と、３年連続して１万人以上が

減少する危機的状況となっております。 

  一方、災害が頻発、激甚化する中、消防団の役割も多様化しており、一人ひとりの消防団

員の負担も大きくなっております。 

  こうした消防団の労苦に報いるため、消防団員の処遇改善が不可欠と考えます。今回、費
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用弁償から出場に応じた報酬制度を創設し、出場報酬として支払額が１回2,400円から１日

8,000円となったことにより増額となります。 

  ２、充足率はについてお答えします。 

  消防団員定数360名のところ、３月１日現在の消防団員数は308名となっております。本年

度末に６名が退団いたしますが、５名が入団し、令和４年度は307名でスタートする予定と

なり、充足率は85.3％となります。 

  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） 佐藤議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、予算書304、305ページ、小・中学校適正規模適正配置事業について、１、内容を

詳細にと、２、調査分析等支援業務委託について詳細には関連がございますので、一括して

お答えいたします。 

  内容につきましては、前間小学校及び後谷小学校の統合に当たり、通学路、学校行事、Ｐ

ＴＡ活動などについて学校関係者や保護者などで構成する学校統合準備委員会の運営に係る

費用、また、児童・生徒数及び学級数の推計に係る時点修正のための調査分析費用でござい

ます。 

  次に、312、313ページ、いじめ不登校対策事業について、１、昨年と同じですが、増額に

より不登校を減らすことが必要では。何か取組がなされるのかでございますが、不登校対策

として、本市では、各中学校にさわやか相談員を１名ずつ配置し、生徒や保護者の相談に応

じるとともに、学校と３つの教育相談室やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カー等と連携して対応しております。 

  小学校においては、関係機関との連携に加え、不登校児童への対応を充実させるため、専

門家から指導助言をいただく巡回コンサルテーションを実施しておりますことから、これら

の取組を継続してまいります。 

  続きまして、350、351ページ、学校保健支援事業の１、増額理由はでございますが、各校

に配備しております児童・生徒用生理用品を新たに補充するための費用、並びにコロナ禍で

過年度に受講できなかった教職員が応急手当普及員講習会を受講する際のテキスト費用が増

額の主な理由でございます。 

  続きまして、366、367ページ、学校給食センター整備等事業について、１、詳細にでござ
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いますが、経年劣化が進んでおります岩野木学校給食センターを瑞沼市民センターのグラン

ド内に建て替えるため、実施設計や敷地の測量等を行うものでございます。 

  整備内容については、市内８校の中学校へ給食を提供できる給食センターとしての機能の

ほか、災害時には応急給食を提供できる機能の導入を予定しております。 

  教育委員会としては、成長期である生徒たちへより安全・安心で栄養バランスの取れたお

いしい給食を提供できるよう、給食センターの整備を進めてまいります。 

  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） それぞれご答弁ありがとうございました。それでは再度にわたり質

疑を行いたいと思います。 

  まず初めに、109ページになります。 

  23目の消費生活対策費の消費生活支援事業について１点伺います。 

  近年における犯罪のケースはどのようなものがあるのか。また、ネット対策などについて

はどのようになっているのか。この点についてお答えください。 

  次に、117ページになります。 

  28目災害対策費、地域防災推進事業について１点伺います。 

  避難所のマニュアルの実用化への取組についてお答えください。 

  次に、131ページになります。 

  ５目資産税費、土地評価替え事業について１点伺います。 

  今後のスケジュールを詳細にお答えください。 

  次に、245ページになります。 

  ３目農業振興費、農業経営・生産支援事業について。 

  温室及びビニールハウス設置の予算増額を行い、基準緩和への見通しもできるようになる

のではないかと考えますけれども、この点についてお答えください。 

  次に、367ページになります。 

  ５目学校給食費、学校給食センター整備等事業について。 

  先ほどのご答弁では、今回、岩野木給食センターから瑞沼のほうに変わっていくというご

答弁をいただきました。当初の計画とはやや違うものになっているようにも思われます。こ

の理由についてどのようかお答えください。 
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  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。 

  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） 佐藤智仁議員の再質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、消費生活支援事業の近年における犯罪のケースはどのようなものがあるのか、そ

してネット対策などではどのようになっていくかでございますが、近年における犯罪では、

電話により市職員や子どもなどを語る特殊詐欺が増加傾向にあることから、着信時に警告メ

ッセージが流れる通話録音機の貸出し周知を行い、希望者に貸出しをしております。 

  今後でございますが、インターネットを利用したフィッシング詐欺等の増加が予想される

ことから、新たな犯罪にも速やかに対応できるよう、関係機関との連携を図り、特殊詐欺等

による被害防止に努めてまいります。 

  次に、温室及びビニールハウス設置の予算増額をでございますが、温室及びビニールハウ

ス設置の予算につきましては、過去の補助実績から勘案し、精査した結果を予算計上してい

るところでございます。 

  また、補助対象面積につきましては、施設園芸野菜の経営拡充強化につながるハウスの規

模が200平方メートル程度であると認識しているところでございますが、今後の農業経営強

化に向けて、販売農家のかたと調整を図りながら検討してまいります。 

  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） 再度の質疑にお答えいたします。 

  避難所のマニュアルの実用化への取組でございますが、避難所開設運営マニュアルの実用

化に向けましては、指定避難所における避難所運営委員会設立の推進、開設・運営訓練の実

施に関し、地域の実情などを踏まえ、自主防災組織などにお声がけをするとともに、施設管

理者などと連携をしているところでございます。 

  引き続き、新型コロナウイルスの感染状況などを踏まえ、地域の方々が安心して取り組め

るように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） 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） 再度の質疑にお答えいたします。 

  土地評価替えの今後のスケジュールを詳細にであったかと存じますが、令和６年度の土地

の評価替えに向けてのスケジュールでございますが、令和４年度につきましては、８月に不

動産鑑定士を固定資産鑑定評価員に選任し、鑑定評価員に令和５年１月１日時点での不動産

鑑定業務を委託し、令和５年３月に委託業務を完了する予定でございます。 

  令和５年度につきましては、鑑定価格を基に路線価格等を定め、各土地の評価額を算定す

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） 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） 佐藤議員の再質疑にお答えいたします。 

  岩野木学校給食センターが当初の計画と違う場所になった理由ということでございます。

岩野木学校給食センターの建て替えにつきましては、当初、三郷市南部地域拠点整備基本計

画におきまして、防災コミュニティ、給食センターの複合施設としての整備を予定しており

ましたが、用地取得の調整の結果、瑞沼市民センターのグランド内を新たな整備予定地とし

たものでございます。 

  敷地の選定に当たりましては、既存の公共用地でまとまった用地を確保できること、北部

の地区防災拠点である瑞沼市民センターの敷地内であることなどから選定したものでござい

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。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４７分 

 

再開 午前１１時１５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。 

  ９番、工藤智加子議員。 
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〔９番 工藤智加子議員 登壇〕 

○９番（工藤智加子議員） 議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算の歳出、主に民生費

と衛生費で質疑をいたします。 

  なお、款項目を省略し、ページ数と事業名でお聞きいたします。 

  初めに、152、153ページの地域福祉計画推進事業については、12節委託料、地域福祉計画

策定業務委託の委託先と計画のスケジュールについてお答えください。 

  続いて、160、161ページの団体・施設等運営事業については、18節補助金の医療的ケア児

支援体制整備促進事業補助金の補助対象とその内容など、詳細にお示しください。 

  170、171ページ、徘徊高齢者等位置探索システム利用助成事業は、これまでの事業実績と

新年度の新たな取組についてお答えください。 

  170、171ページ、高齢者移動支援事業についてです。 

  さきの議会で補正予算に計上していただいた高齢者のタクシー券支給事業ですが、原油の

高騰がお年寄りの暮らしを圧迫しています。市民から、この間ガソリン券にも利用できるよ

うにしてほしいという声が上がっていますが、この点についての検討状況について伺います。 

  172、173ページ、成年後見人制度推進事業の12節委託料、成年後見人制度推進事業業務委

託の内容ですが、当初予算の主要な事業では、成年後見制度利用促進基本計画を策定すると

あります。計画策定について詳細にお答えください。 

  178、179ページ、生活困窮者自立支援事業についても、当初予算の主要な事業の内容説明

では、就労支援事務が新規事業として報告されておりましたが、この内容を詳細にお示しく

ださい。 

  180、181ページ、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業の18節ですが、

事業内容を改めてご説明ください。また、見込み数や周知方法についてもお答えください。 

  198、199ページの５目保育所費の事業についてです。 

  年齢別の待機児童数と新型コロナウイルス感染拡大に伴う休園などの状況、それから保育

士の処遇改善策についての対応をお示しください。 

  202、203ページ、６目児童クラブ費です。 

  初めに、待機児童数の年齢別はどのようになっているのか。民間の児童クラブでは、職員

における処遇改善がどのようになったのか伺います。 

  212、213ページ、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いては、自

宅療養者となるかたの基準、これまでの実人数がどのようになっているのか伺います。また、
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支援物資の内容についてもお答えください。 

  214、215ページ、新型コロナウイルスワクチン接種事業について３点伺います。 

  初めに、３回目のワクチン接種率はどのようになっているのかお答えください。 

  次に、これからワクチンを接種する方々の接種計画と見込みについてどのようになってい

るのか伺います。 

  ３点目は、５歳から11歳のワクチン接種については、基礎疾患をお持ちのお子さんを含め

てどのような計画なのか伺います。 

  224、225ページ、合併処理浄化槽転換整備事業では、生活排水処理率の実態と今後の取組

について伺います。また、新年度の見込み件数についてもお示しください。 

  226、227ページ、地球温暖化対策推進事業については、三郷市の第４次三郷市地球温暖化

対策実行計画の取組のうち、公共施設への太陽光発電システムの導入について、新年度では

どのように検討されているのかお答えください。それから、公共施設などのＬＥＤ化につい

て、その進捗状況と新年度の計画についてもお尋ねいたします。 

  最後になりますが、232、233ページ、不燃物処理場整備事業については、環境影響調査に

ついて実施されました。この結果についてお答えください。 

  以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子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） 工藤議員の質疑に順次お答えいたします。 

  予算書、152、153ページ、３款１項１目地域福祉計画推進事業の12節委託料、地域福祉計

画策定業務のア、委託先はでございますが、地域福祉計画は、地域の助け合いによる福祉の

推進のために、人と人とのつながりを基本として、顔の見える関係づくり、ともに生きる社

会づくりを目指すための理念と仕組みをつくる行政計画となりますが、この計画策定のため

の委託先につきましては、予算成立後、業務の有資格者による競争入札を行って決定してま

いります。 

  次に、イ、計画スケジュールはでございますが、７月に庁内関係部署で構成する地域福祉

計画関係行政協議会を、８月には地域福祉計画推進懇話会を開催いたします。その後、市民

アンケートを実施し、９月、10月に市民懇談会、協議会、懇話会、12月にはパブリックコメ

ントを実施し、３月を目途に計画を策定する予定でございます。 
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  続きまして、予算書、160、161ページ、２目団体・施設等事業の18節医療的ケア児支援体

制整備促進事業補助金についての補助対象とその内容など詳細にでございますが、この補助

金につきましては、在宅の医療的ケア児（者）を新たに受け入れる障害児通所事業所と生活

介護事業所を補助対象事業所として医療的ケア児（者）の受入れのための設備等の整備を行

う場合に補助するものであり、補助の対象となるのは、医療的ケア児を受け入れるに当たっ

ての改修や専用ベッド等の備品購入に要した費用となります。 

  補助対象事業所が新たに受け入れた医療的ケア児（者）の１人当たり30万円を補助の上限

としており、上限を利用した場合で、予算の積算といたしましては５人分と見込んでおりま

す。 

  続きまして、予算書170、171ページ、５目の徘徊高齢者等位置探索システム利用助成事業

の事業実績と新たな取組はについてでございますが、事業実績につきましては、令和２年度、

利用者は８名、年間利用延べ人数は115名、探索延べ回数は185回であり、現場急行サービス

の利用はありませんでした。令和３年度は、本年１月末現在になりますが、利用者は７名、

利用延べ人数は81名、探索延べ回数は191回であり、現場急行サービスの利用は１回となっ

ております。 

  次に、新たな取組につきましては、携帯する端末機が大きく、持ち歩きに不便さがあると

の声が多くあったことから、靴に装着することもできる小型軽量の端末機を新たに導入する

予定でございます。 

  続きまして、同じページの同じ目、高齢者移動支援事業の事業内容にガソリン券を追加す

る考えはについてお答えいたします。 

  高齢者移動支援事業は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源といた

しまして、コロナ禍において外出自粛等の状況が続き、閉じこもりやフレイルの状況になり

やすい高齢者の外出の機会としていただくとともに、現在、行われております新型コロナウ

イルス感染症の３回目のワクチン接種に係る安心・安全な移動にも活用していただくことを

目的としているものでございます。 

  この事業は、新型コロナウイルス感染症対策の一環であるという趣旨で、令和５年２月28

日までの間実施するものでございまして、ガソリン券を追加する考えはございません。 

  続きまして、予算書172、173ページ、７目成年後見人制度推進事業の成年後見制度利用促

進基本計画の策定について詳細にについてお答えいたします。 

  本市の成年後見制度利用促進基本計画の策定の進捗状況といたしましては、今年度は三郷
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市中核機関運営検討ワーキンググループ会議を立ち上げ、弁護士や司法書士等の成年後見制

度に精通する専門職との意見交換や先進地視察等を行い、成年後見制度の現状や課題の整理、

重点的に取り組むべき事項などの検討を重ねてきたところでございます。 

  また、今月閣議決定予定の第２期成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の理

解の促進や相談窓口の周知、社会福祉協議会による法人後見の実施、市民後見人の育成・活

躍支援、親族後見人の相談支援、中核機関や協議会の整備・運営の方針を示すことなどが盛

り込まれる予定となっていることから、これらを踏まえた上で、来年度も引き続き検討を重

ねていき、三郷市地域福祉計画に包含する形での策定を検討しているところでございます。 

  続きまして、予算書178から181ページにわたりますが、11目の生活困窮者自立支援事業の

１、就労準備支援事務の内容を詳細にでございますが、就労準備支援事業につきましては、

従前、生活困窮者自立支援事業の任意事業と位置づけられておりましたが、来年度からは必

須事業となることにより、事業を開始するものでございます。 

  事業の内容といたしましては、生活困窮の状態にあるかたの就労に関し、その不安や悩み

に係る相談を受け、相談者それぞれに合った個別支援プログラムを作成し、就労に向けた準

備支援を行うものでございます。 

  この個別支援プログラムは、相談者との関係性を構築することを重視しつつ、日常生活自

立支援、社会生活自立支援、就労自立支援の３つの段階を追って就労の準備に向けて実施い

たします。 

  この事業を開始するに当たっては、プログラムの後半で集団参加によるグループワークや

模擬就労体験を実施するなどの工夫も必要であることから、これまで市の障がい者就労支援

センターで実施してきた準備プログラムを参考に事業を進めてまいります。 

  続きまして、予算書180、181ページ、同じ目の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立

支援金支給事業の18節新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、事業内容、

見込み数、周知についてでございますが、この生活困窮者自立支援金支給事業は、令和３年

７月から開始した事業であり、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、社会

福祉協議会による緊急小口資金及び総合支援金の再貸付分が終了した世帯に対し、就労によ

る自立を図るため、支給期間を３か月として自立支援金を支給するものでございます。 

  なお、この支援金による自立が困難な場合には、生活保護への受給につなげるため、寄り

添った相談も併せて行っております。 

  この事業につきましては、その後、制度の期間延長が複数回にわたり行われており、直近
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では、令和３年11月末の厚生労働省通知によって申請期間が令和４年３月末まで延長され、

支給期間についても６月まで延長されております。 

  令和４年１月以降は、社会福祉協議会による緊急小口資金及び総合支援金の初回が終了し

た世帯への支給が可能となる制度改正が行われ、これに伴って自立支援金の支給期間が終了

した受給者への再支給の申請が可能となっているところでございます。 

  制度開始からの支給実績につきましては、令和４年１月末までで支給世帯数98世帯、支給

件数251件、支給総額は1,922万円となっております。また、令和４年度では支給件数を274

件と想定しております。 

  この支援金制度の周知方法につきましては、ホームページ上でのお知らせを掲載するとと

もに、再支給の申請の対象世帯に対しまして、個別の案内を郵送しております。 

  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） 196ページ、５目保育所費の質疑にお答えいたします。 

  待機児童数の年齢別でございますが、令和３年４月１日現在の待機児童数は、１歳児のみ

17人で、ほかの年齢はゼロでございました。 

  休園などの状況はでございますが、令和４年１月から２月末までに新型コロナウイルス感

染症により休園した施設数は、クラス閉鎖などの部分休園も含め、延べ36施設でございます。 

  保育士の処遇改善の実施はでございますが、国のコロナ克服新時代開拓のための経済対策

として、令和４年２月から保育士等に対する処遇改善として、公定価格とは別の補助金、保

育士等処遇改善臨時特例交付金が新設されました。 

  現在、本市では私立保育園等から処遇改善に係る書類を提出いただいているところで、国

に対しては交付申請を行っております。令和４年２月、３月の２か月分については３月中に、

令和４年４月から９月までの６か月分については、令和４年度に一括して園に対して交付す

る予定で考えております。 

  なお、令和４年10月以降は公定価格の見直しによる対応となります。 

  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） 工藤議員の質疑にお答えいたします。 
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  初めに、予算書202、203ページ、公営児童クラブ運営事業について、１、待機児童数を学

年別にでございますが、令和４年度の入室申請者1,259名に対し、全員の入室を決定いたし

ましたので、今年度に引き続き、待機児童はおりません。 

  次に、２、民営児童クラブの職員の処遇改善はでございますが、放課後児童クラブに勤務

する職員の収入を、月額３％程度引き上げるための国の政策である放課後児童支援員等処遇

改善臨時特例事業を活用し、各施設の職員の雇用条件に応じて算出を行い、当該処遇改善に

係る補助金を支給いたします。 

  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） 工藤議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、予算書212、213ページ、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

の１、対象者の基準やこれまでの実人数はでございますが、対象者の基準につきましては、

毎日埼玉県から送付される新型コロナウイルス感染症の自宅療養者のリストを基に、陽性者

に対しましてパルスオキシメーターと食料品の希望の有無を確認し、陽性者とその同居家族

を対象として、リストを受領した翌日に配送しているところでございます。 

  これまでの実人数ですが、埼玉県との連携事業に係る覚書の締結以後に配送した世帯数で

申し上げますと、昨日３月６日時点の合計でございますが、パルスオキシメーターが1,849

世帯、食料品は3,215世帯に配送いたしました。 

  次に、２、支援物資について詳細にでございますが、パルスオキシメーターのほか、食料

支援の内容といたしましては、パックご飯やおかゆ、カレー、中華丼などのレトルト食品、

魚や焼き鳥の缶詰、スポーツドリンクなど、３日分相当の食料品を配送しております。 

  次に、予算書214、215ページ、新型コロナウイルスワクチン接種事業の１、３回目のワク

チン接種の接種率でございますが、令和４年３月１日現在、18歳以上のかたの接種率は

14.4％であり、65歳以上のかたにつきましては、対象者の約４割のかたが接種済みと見込ん

でおります。 

  接種率は、国の新型コロナワクチン接種記録システムで管理されますが、記録は接種した

会場等により反映に時間を要する状況となっております。また、市では毎週ホームページに

接種率を掲載し、お知らせをしているところでございます。 

  次に、２、接種のスケジュールと見込みでございますが、昨年12月、医療従事者から開始
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した３回目接種は、国からの２回目完了後の接種間隔の見直しに伴い、今月から18歳以上の

かたは６か月後から接種できるように接種券をお届けしております。 

  接種は40か所以上の市内医療機関で個別接種を実施しており、週約4,000回分のワクチン

を配送しているところでございます。 

  また、集団接種は、先月から三郷市勤労者体育館にて１回1,500人の接種を開始したほか、

今月から瑞沼市民センターにて１回1,200人の接種を開始しており、２会場で合計2,700人の

かたの接種を見込んでおります。 

  スケジュールといたしましては、個別接種は各医療機関ごとの診療時間などで行い、集団

接種は土曜日または日曜日の開催とし、３月まで15回、２万1,300人の接種体制を整えてご

ざいます。 

  次に、３、子どものワクチン接種の計画はでございますが、今月から接種が開始できるよ

う、先月末から11歳のかたに接種券を送付し、毎週１学年ごとに繰り下げ、発送する計画で

ございます。 

  また、基礎疾患があり、早期の接種を希望するかたには早期発行の申請をいただき、速や

かに接種券の送付をしております。接種は小児用のワクチンを使用し、各医療機関にて個別

に接種を進めることとしております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 工藤議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、224、225ページ、合併処理浄化槽転換整備事業の１、生活排水処理率の実態と今

後の取組はでございますが、合併浄化槽処理と公共下水道接続による生活排水処理率は、令

和２年度末で約90％となっております。 

  今後も引き続き、第２次三郷市環境基本計画に定めた目標達成に向け、単独浄化槽及びく

み取便槽から合併処理浄化槽への転換促進に取り組んでまいります。 

  次に、２、補助金の見込み数はでございますが、令和４年度は35件の申請を見込んでおり

ます。 

  続きまして、予算書226、227ページ、地球温暖化対策推進事業の１、第４次三郷市地球温

暖化対策実行計画に係る公共施設への太陽光発電システム等の導入検討はでございますが、

本計画におきましては、公共施設に再生可能エネルギーや省エネルギー設備を導入すること
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で、温室効果ガスの排出削減を図ることとしております。 

  現在、本庁舎や幸房小学校など５つの公共施設に太陽光発電設備を設置しており、今後も

公共施設の新築や改修の際に、再生可能エネルギーの導入について検討してまいります。 

  次に、２、公共施設等のＬＥＤ化の進捗状況と新年度の計画はでございますが、公共施設

の照明器具におけるＬＥＤ化率は、令和３年12月現在で約34％となっております。令和４年

度におきましては、図書館や消防施設において照明のＬＥＤ化を予定しております。 

  続きまして、予算書232、233ページ、不燃物処理場整備事業の１、環境影響調査の結果は

でございますが、廃棄物処理施設を設置する際に実施される生活環境影響調査は、施設の稼

働や廃棄物運搬車両の走行が、周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査し、予測

するものでございます。 

  調査の結果といたしましては、環境保全対策を適切に実施することにより、大気質、騒音、

振動、悪臭、水質の各項目において、環境基準などの生活環境保全の目標を満足できるもの

と評価されました。 

  今後、この調査結果を踏まえ、詳細な施設内容について計画してまいります。 

  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） それぞれご答弁いただきまして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。 

  152、153ページの地域福祉計画推進事業についてですけれども、本市では第３次三郷市地

域福祉計画の中で、基本方針の４として、避難行動要支援者の支援について具体的な取組が

掲げられまして、これまでも取り組んできたのは承知しております。今後、どのように取り

組むのか、課題は何なのか、お示しいただきたいと思います。 

  それから、160、161ページについてですけれども、これは補助金をいただくのに申請が必

要なのでしょうか。申請をした上でどういった基準で補助金が支給されるのかお示しくださ

い。 

  それから、170ページの高齢者移動支援についてですけれども、目的にそぐわないガソリ

ン券というお話でしたけれども、ガソリン券の交付支給事業については、これはもともと臨

時交付金の対象にならないというふうに理解してよろしいのでしょうか、伺いたいと思いま

す。 
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  それから、172ページの成年後見人なんですけれども、この間、市民成年後見人の養成研

修は開催されてきました。こういった方々の活動場所についてはどのように検討されている

のか伺います。 

  それから、178ページ、生活困窮者自立支援事業ですが、これまでも就労支援というのは

やってきていたというふうに思うのですけれども、この支援について実態をお示しいただき

たいと思います。 

  それから、198、199ページの休園についてのお示しがありました。一部休園も含めて36施

設と、相当な数で休園を余儀なくされたというふうに思います。こういった休園に保護者の

人たちは本当に働けなくて困ったのではないかと想像できるわけなのですが、こういう休園

に対する代替保育について、補助金のようなものも含めてどのような対応があったのか教え

ていただきたいと思います。 

  それから、202、203ページ、児童クラブ費で、申請されたかたが全部入園できたのは非常

によかったと思います。 

  入所数なんですけれども、４年生、５年生、６年生で、今どのような状況なのかお示しい

ただきたいと思います。 

  それから、214ページの新型コロナウイルスワクチン接種事業について詳細にご説明あり

がとうございます。気になっているのは、高齢者の入所する施設と、そこで働く介護従事者

の接種状況がどのようになっているのか。相変わらずのクラスター発生がマスコミに取り上

げられていますけれども、どうなっているのでしょうか。 

  それから、介護従事者の中で在宅訪問するヘルパーについては、ワクチン接種を早急にや

っていただきたいというふうに思うわけですけれども、これについてはどのようになってい

るのかお聞きしたいと思います。 

  それから、224ページの合併処理浄化槽なんですけれども、第２次三郷市環境基本計画で

は、目標値が90％なんですね。もう目標達成しましたとなりますと、目標値自体を前倒しし

て100％に向かって取り組むべきではないかと思うのですけれども、どのようにお考えにな

っているでしょうか、お示しください。 

  226ページ、地球温暖化対策についてなんですけれども、新年度、公共施設にこの太陽光

発電のシステムを設置する予定はないのでしょうか、お答えいただきたいと思います。 

  それから最後、232ページなんですが、環境保全対策のところで、調査結果については了

解いたしましたが、これに対してどのような対策が検討されますでしょうか。それについて
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お伺いをして、質疑を終わります。 

○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。 

  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） 再度のご質疑にお答えいたします。 

  予算書152、153ページ、地域福祉計画推進事業の地域福祉計画事業に位置づけられている

避難行動要支援者支援制度についての現状及び課題と解決方法についてのご質疑かと思いま

す。 

  避難行動要支援者支援制度につきましては、その名簿等の作成スケジュールとして、毎年

１月に次年度の避難行動要支援者平常時名簿の作成登録を、対象者の同意の有無などの確認

作業を行っており、現在、令和４年度の名簿作成事業の当事者数につきましては、集計作業

中のところでございます。 

  制度の課題及び解決策といたしましては、少子化の進展やライフスタイルの多様化に伴い

まして、地域の交流の減少や基盤となる地域コミュニティの希薄化が挙げられておりますが、

地域支援等の実施者の関係づくりの推進など、関係部署と連携して行っていく必要があると

考えております。 

  続きまして、予算書160、161ページ、団体・施設等運営事業の医療的ケア児支援体制整備

促進事業補助金の申請が必要であるかどうかにつきましては、申請は必要となっております。 

  基準につきましては、個々に応じた消耗品を除いた備品について対象となっているところ

でございます。 

  続きまして、予算書170、171ページ、高齢者移動支援事業のガソリン券についての再質疑

でございます。 

  こちらのガソリン券については交付金対象になるかどうかということでございますが、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、コロナウイルス感染症に

関する対策の資金として財源となってございます。 

  ガソリン券自体が対象となるかにつきましては、確認をしておりませんが、今回、この事

業につきましては、先ほど申しましたとおり、コロナ禍において外出自粛が続き、閉じこも

りやフレイルの状況になりやすい高齢者に対する移動の支援ということで行っているもので

ございます。 

  続きまして、172、173ページ、成年後見人制度推進事業の活動場所についてのご質疑でご
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ざいます。 

  市民後見人養成研修を終了したかたにつきましては、その希望者には安心ネットサポート

生活支援員として社会福祉協議会等で活動するような経験を積んでいただくことができるよ

うになってございます。 

  続きまして、予算書の178から181ページの生活困窮者自立支援事業の就労準備支援事務の

内容につきまして、今までのことと今後についてでございますが、これまでについては生活

困窮者自立支援プログラムの中でも就労準備が必要なかたの支援計画を盛り込んでまいりま

したが、必須事業として開始する中で、就労準備支援員を専任として雇用し、個別に就労準

備プログラムを作成し、相談から個々に応じた支援計画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） 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） 196ページ、５目保育所費の再度の質疑にお答えいたします。 

  休園についての代替保育の実施に関するご質疑かと思います。代替保育につきましては、

そこでの感染拡大のおそれも考えられることから、課題も多く、現在は対応しておりません。

休園した場合の利用料については、日数に応じて返金の対応を行っております。 

  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） 再度の質疑にお答えいたします。 

  予算書202、203ページ、公営児童クラブ運営事業について、令和４年度当初の４、５、６

年生についての入室決定の状況でございますが、４年生が163名、５年生が40名、６年生が

13名、合計216名でございます。 

  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） 再度の質疑にお答えいたします。 

  予算書214、215ページ、新型コロナウイルスワクチン接種事業について、高齢者施設の入

所者、従事者の追加接種の状況はとのご質疑でございました。 

  現在、高齢者施設につきましては、入所者及び従事者の追加接種に関する状況の回答を取
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りまとめている状況でございます。途中経過ではございますが、施設入所者の追加接種は現

在約８割が、従事者の追加接種の状況は約７割のかたがそれぞれ接種をされている状況でご

ざいます。 

  次に、在宅ヘルパーなど従事者への早期の接種を行うようにというご質疑でございます。 

  ３月１日から、現在、全ての対象のかたが２回目接種の完了から接種間隔は国が示す６か

月後といたしました。接種券は６か月後の接種に合わせて送付を現在しているところでござ

いますので、接種券がお手元に届き次第、予約をしていただき、接種をしていただきたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 工藤議員の再質疑にお答えいたします。 

  予算書224、225ページの合併処理浄化槽転換整備事業につきましての基本計画の100％の

達成に向けてということでございますが、こちらにつきましては、第２次三郷市環境計画に

つきまして定めた目標値99％達成に向けて、今後も取り組んでまいります。 

  次に、予算書226、227ページの地球温暖化対策推進事業について、今後、新規施設等での

太陽光発電等の予定はあるかどうかということでございますが、現在、希望の郷交流センタ

ーの工事を着手しているところでございますが、設置を予定しているところでございます。 

  次に、予算書232、233ページの不燃物処理場整備事業について、今後、調査結果を踏まえ

てどのような対策に取り組むのかでございますが、防塵カバーや散水装置、防音壁、防音カ

バーなどを設置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） 以上で工藤智加子議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による歳出の質疑は終わりました。 

  これにて議案第22号に対する質疑を終結いたします。 

 

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

 

◎議案第２２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22号の委員会付託を行います。 
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  議案第22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、

それぞれの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１１時５９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。 

 

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

 

◎議案第２３号～議案第２７号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第３、これより議案第23号から議案第27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。 

  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） 私からは、議案第23号 令和４年度三郷市国民健康保険特別会計

予算について３点伺います。 

  初めに、408、409ページ、１目一般被保険者国民健康保険税について、１人当たりの国保

税額と５年間の推移をお示しください。 

  それから、短期証・資格者証の発行数を教えてください。 

  続きまして、410、411ページの１目一般会計繰入金、次ページになりますが、その他一般

会計繰入金の１人当たりの繰入額をお答えください。 

  ３点目は、428、429ページになりますが、１目特定健康診査等事業費の特定健康診査等事

業について、健診数の見込みと受診率を引き上げる対策は何か考えられているのか伺います。 

  以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子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。 
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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） 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

について、工藤議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、408、409ページ、１目一般被保険者国民健康保険税の１、１人当たりの国保税額

と５年間の推移でございますが、各年度の当初予算の１人当たりの調定額は、令和４年度10

万3,925円、令和３年度10万5,682円、令和２年度10万6,038円、令和元年度は10万5,834円、

平成30年度は10万4,816円となっております。 

  次に、２、短期証・資格者証の発行数でございますが、令和４年２月１日時点で、短期被

保険者証が705件、資格証明書が61件となっております。 

  次に、412、413ページ、１目一般会計繰入金のその他一般会計繰入金１人分の繰入額はに

つきましては、１万2,726円となっております。 

  続きまして、予算書428から431ページ、１目特定健康診査等事業費中、特定健康診査等事

業の１、健診数の見込みはについてでございますが、令和４年度の特定健康診査は保健セン

ターで行う集団方式と、市内医療機関で行う個別方式を合わせて、8,420人を見込んでおり

まして、令和３年度の見込み人数の7,560人と比べ、860人増となっております。 

  次に、２、受診率を引き上げる対策はについてでございますが、令和４年度は特定健康診

査を申し込んでいないかたに対して、複数回受診勧奨はがきを送付し、受診を促すとともに、

三郷市医師会と連携し、受診率向上に向け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） 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） ご答弁ありがとうございます。それでは２回目の質疑を行います。 

  408、409ページの短期証・資格者証の発行数についてお示しいただきました。相変わらず

発行件数が多くとどまっているわけなんですけれども、こうした方々の状況といいますか、

実態はどのようになっているのか、どのように見ているのかお答えいただきたいと思います。 

  それから、同じような中身なんですけれども、新型コロナの感染拡大の終息が見えない中、

受診をちゅうちょして治療に遅れを招く心配が常にあるわけなんですけれども、この点につ

いてどのようにお考えになっているのかお聞きしたいと思います。 

  それから、繰入金の１人分の金額をお示しいただきましたけれども、要はこの法定外の繰

入金について、国民健康保険の県単位化の中で埼玉県が示した計画では、この繰入額を減ら
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していくという計画になっております。三郷市の場合は、この計画に基づいてこの繰入額を

今後どのように見込んでいるのか、この点についてお答えいただきたいと思います。 

  以上で質疑を終わります。 

○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。 

  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。 

  初めに、短期被保険者証・資格証明書の発行の実態についてどのように見ているのかでご

ざいますが、資格証明書の対象者のかたにつきましては、被保険者から事前に提出された特

別の事情に関する届けや電話連絡、文書の送付等により実態調査を行い、実際の医療機関の

受診状況を考慮しつつ、交付の決定をしているところでございます。 

  続きまして、新型コロナウイルスの感染の拡大状況の中にあって、受診控え、受診の遅れ

などはあってはならないことと、それについてどのような取組がというご質疑と思います。 

  医療機関への受診控えはあってはならないものと考えておりますので、特別な事情がある

場合には、被保険者からの申出により、資格証明書から短期被保険者証への切替えを行う旨

の案内文も送付しているところでございます。受診抑制につながらないように周知に努めて

まいります。 

  続きまして、繰入金の額について今後の見通しということでございますが、埼玉県国民健

康保険運営方針におきましては、法定外の繰入金を解消することを定めているということと

なっております。解消に向けて取り組んで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） 以上で工藤智加子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24号 令和４年度三郷市介護保険特別会計予算に

ついて質疑いたします。 

  まず、歳入、454ページ、介護保険料、第１号被保険者保険料について、１、給付制限対

象者数はどのようかお答えください。 

  次に、歳出、456ページ、低所得者介護保険料軽減繰入金について、１、見込み数、２、

加入者に対しての割合はどのようかお答えください。 
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  次に、470ページ、在宅医療・介護連携推進事業費について、１、在宅医療・介護連携サ

ポートセンター委託について、ア、委託先は、イ、中身を詳細にお答えください。 

  次に、472ページ、認知症総合施策事業について、相談支援事業の減額理由はどのようか

お答えください。 

  次に、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、歳入について質疑を

いたします。 

  492ページ、後期高齢者医療保険料について、１、被保険者数の見込みは、２、保険料の

改定について、詳細・影響はどのようか、３、１人当たりの平均保険料額は、４、資格者

証・短期保険者証の発行状況はどのようかお答えください。 

  最後に、492ページ、保険基盤安定繰入金について、軽減見込み数はどのようかお聞きし、

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。 

  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の深川議員の

質疑に順次お答えいたします。 

  まず、454、455ページ、歳入の１款１項１目第１号被保険者保険料の１、給付制限対象者

数はでございますが、令和４年３月１日現在で所得第１段階７人、第２段階３人、第３段階

１人、第４段階６人、第５段階１人、第７段階１人、第９段階１人、合計20人となってござ

います。 

  続きまして、予算書456、457ページ、６款１項５目低所得者保険料軽減繰入金の１、見込

み数につきましては、軽減対象者といたしまして、所得第１段階6,800人、第２段階3,000人、

第３段階2,500人をそれぞれ見込んでございます。 

  次に、加入者に対しての割合はでございますが、第１号被保険者の想定人数、３万9,919

人に対する軽減対象者の割合は30.8％となります。 

  続きまして、歳出、予算書470、471ページ、３目の１、在宅医療・介護連携サポートセン

ター委託についてのご質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、ア、委託先はについてでございますが、本事業は在宅医療を担う往診医の調整や、

病院と診療所間の連携推進、退院後の在宅医療・介護保険サービスへの円滑な連携推進を図

ることを目的とし、極めて医療・介護の専門性が高い事業であることから、一般社団法人三
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郷市医師会への委託となります。 

  次に、イ、中身を詳細にでございますが、在宅医療・介護連携サポートセンターでは、看

護師や介護福祉士がコーディネーターとして在籍し、主に医療、介護関係者からの相談対応

や往診医の調整等を行っております。 

  このほか、市が事務局となっている三郷市在宅医療・介護連携推進協議会のメンバーとし

て、医療・介護の関係者が対象の研修会の企画実施を行う研修部会と、市民への周知啓発の

企画実施を行う広報啓発部会の運営をしております。 

  今年度は、医療・介護の事業者が行う新型コロナウイルス感染症の感染予防策について、

配信による研修会の開催や人生会議の絵本の作成、発行にも、在宅医療・介護の視点から協

力していただいております。 

  続きまして、予算書472、473ページ、５目の認知症総合施策事業費の相談支援事業の減額

理由はについてでございます。 

  相談支援事業の減額につきましては、地域包括支援センターに事業委託をしております認

知症地域支援推進員業務の部分について、包括的支援事業費、包括的支援事業の地域包括支

援センターの予算項目へ委託料の組替えを行ったものでございます。 

  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） 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

算について、深川議員の質疑に順次お答えいたします。 

  予算書492、493ページ、１目の後期高齢者医療保険料の１、被保険者数の見込みはについ

てでございますが、埼玉県後期高齢者医療広域連合における保険料の試算データによります

と、令和４年度中の平均被保険者数は１万9,987人の見込みとなっております。 

  次に、２、保険料の改定について詳細・影響はどのようかについてでございますが、賦課

限度額は64万円から66万円となり、その影響は約300人、所得割率が7.96％から8.38％とな

り、その影響は約7,980人、均等割額が４万1,700円から４万4,170円となり、その影響は全

被保険者になります。保険料率の改定により、約１億2,700万円の増収を見込んでおります。 

  次に、３、１人当たりの平均保険料額はについてでございますが、埼玉県後期高齢者医療

広域連合における保険料の試算データによりますと、８万1,066円の見込みとなっておりま

す。 
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  次に、４、資格者証・短期保険証の発行状況はについてでございますが、令和４年２月１

日時点で、資格者証はゼロ件、短期保険証交付件数は28件となっております。 

  続きまして、２目の保険基盤安定繰入金の軽減見込み数はどのようかについてでございま

すが、埼玉県後期高齢者医療広域連合における保険料の試算データによりますと、７割軽減

7,972人、５割軽減2,507人、２割軽減2,769人、旧被扶養者96人の合計１万3,344人の見込み

となっております。 

  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、被保険者の平均所得金額はどのようか。 

  次に、均等割の影響額を先ほどお聞きしました。７割、５割、２割の軽減について、どの

ようになるのか、段階ごとにお示しください。 

  再質疑につきましては、全て議案第25号 令和４年度三郷市後期高齢者医療特別会計予算

になります。 

  以上で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） 深川議員の再度の質疑にお答えいたします。 

  三郷市後期高齢者医療特別会計予算について、初めに、被保険者の平均の所得額はでござ

いますが、令和３年度１月末時点、１人当たり77万5,000円でございます。 

  続きまして、軽減該当の保険料均等割はどの程度上がるのかというご質疑かと思います。

７割軽減のかたにつきましては、１万2,510円から１万3,250円へ740円が、旧被扶養者軽減

を含む５割軽減のかたは、２万850円から２万2,080円へ1,230円が、２割軽減のかたは、３

万3,360円から３万5,330円へ1,970円がそれぞれ増額になります。 

  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。 

  ８番、佐藤智仁議員。 

〔８番 佐藤智仁議員 登壇〕 
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○８番（佐藤智仁議員） それでは、議案第26号 令和４年度三郷市上水道事業特別会計、収

入より質疑を始めます。 

  508ページになります。 

  １款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益のうち１点伺います。 

  基本料金のうち給水停止件数はどのようかお答えください。 

  続きまして、支出について伺います。 

  511ページになります。 

  １款資本的支出、１項建設改良費について３点伺います。 

  １点目は、老朽管の布設替工事の耐震化率はどのようかお答えください。 

  ２点目は、北部地区の土地区画整理地内の関連工事の積算根拠はどのようかお答えくださ

い。 

  ３点目は、営業設備費の増額理由についてお答えください。 

  続きまして、１目配水設備拡張費について、減額理由についてお答えください。 

  次に、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のうち、収入より、

544ページになります。 

  下水道事業収益、１項営業収益、１目下水道使用料のうち１点伺います。 

  水洗化率の目安値についてお答えください。 

  次に、２項の営業外収益、５目消費税及び地方消費税還付金のうち１点伺います。 

  この減額理由をお答えください。 

  次に、545ページになります。 

  １款下水道事業費用、１項営業費用、４目総係費について１点伺います。 

  貸倒引当金繰入額の増額理由をお答えください。 

  次に、546ページになります。 

  収入より、１款資本的収入、３項分担金及び負担金、１目分担金及び負担金から１点伺い

ます。 

  受益者負担金の減額理由についてお答えください。 

  同様のページの５項他会計補助金、１目他会計補助金より１点伺います。 

  繰入額の増額理由についてお答えください。 

  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。 
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  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） 佐藤議員の質疑に順次お答えいたします。 

  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いて、初めに、予算書508ペ

ージ、収益的収入及び支出のうち、収入の１款１項１目給水収益のうち、１、基本料金のう

ち、給水停止件数はについてお答えいたします。 

  給水停止につきましては、令和２年３月の国からの通知により、新型コロナウイルス感染

症の影響により、経済的に困難なかたの状況を配慮するため、給水停止の執行を保留し、納

入期限を一定期間延長する支払い猶予の相談を随時受け付けしております。 

  したがいまして、令和３年度の給水停止件数はゼロ件でございます。なお、支払い猶予に

つきましては、令和４年２月末までに19件でございます。 

  続きまして、予算書511ページ、１款１項１目配水設備拡張費の１、減額理由でございま

すが、給料、手当、法定福利費の職員給与費につきまして、職員数の変動は見込んでおりま

せんが、年齢構成の変化や給与条例改正による期末手当の引下げ等の影響により、減額を見

込んだためでございます。 

  次に、予算書、同じページでございまして、２目配水設備改良費について、１、老朽管布

設替工事の耐震化率はにつきましてでございますが、令和３年度末の管路の耐震化率の見込

みである41.2％から1.9ポイント向上し、43.1％となる見込みになっております。 

  次に、２、北部地区土地区画整理地内関連工事の積算根拠はについてでございますが、区

画整理事業の工事に伴い、隣接する既設配水管廃止のため、該当区間約650メートルの止水、

水を止める費用でございます。 

  続きまして、予算書同じページでございます。 

  ３目営業設備費の増額理由でございますが、上下水道料金システムと上水道地図情報シス

テムの更新に伴い、サーバーや端末などの機器の更新も合わせて行うため、それらの機器の

購入費用として備品の増額を見込んだためでございます。 

  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） 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

まして、佐藤議員の質疑に順次お答えいたします。 
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  予算書544ページ、１項１目下水道使用料の１、水洗化率でございますが、令和３年４月

１日時点の水洗化率は88.7％でございます。 

  なお、令和３年度末における水洗化率につきましては、約89％を見込んでおります。 

  続きまして、２項５目消費税及び地方消費税還付金の１、減額理由についてお答えいたし

ます。 

  消費税及び地方消費税還付金は、下水道使用料などの収入に関わる消費税と、工事などの

支出に関わる消費税において、収入より支出の消費税のほうが多く差額が生じた際に還付さ

れるものでございます。 

  そのため、今後、枝線整備により下水道の供用開始区域が拡大していくことで下水道使用

料が増収になることが見込まれるため、納付される消費税額も増加となる見込みでございま

す。そのため、前年度と比較して約2,000万円の減額を見込んでいるものでございます。 

  続きまして、予算書545ページ、１項４目総係費の１、貸倒引当金繰入額の増額理由につ

いてお答えいたします。 

  貸倒引当金は、翌年度以降の下水道使用料の不納欠損に備えるため、引当金として内部留

保するものでございます。令和２年度決算においては、不納欠損額が当初の見込額を上回っ

たため、その不足分を例年見込んでいる額に追加したことで増額となっているものでござい

ます。 

  続きまして、予算書546ページ、３項１目分担金及び負担金の１、受益者負担金の減額理

由についてお答えいたします。 

  受益者負担金は、公共下水道の早期整備を図るため、下水道を利用できるようになったか

たに対して、建設費の一部をご負担いただく制度でございます。令和４年度は前年度と比較

して、供用開始される面積が減少したため、受益者負担金につきましても減額を見込むもの

でございます。 

  続きまして、５項１目他会計補助金の１、繰入額の増額理由はについてお答えいたします。 

  他会計補助金は、主に下水道事業の財源補填といたしまして、一般会計から収益的収入及

び資本的収入に繰入れを行う補助金でございます。 

  今後、過去に枝線整備などを行った際に借り入れた企業債の償還金は増加傾向となってお

ります。そのため、資本的支出による財源補填の必要額も増えていくため、他会計補助金の

充当先を収益的収入から資本的収入へと組み替えたことにより増額となっているものでござ

います。 
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  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り質疑を行い

たいと思います。 

  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のほうから質疑をさせていた

だきます。３点伺います。 

  まず、544ページの１目下水道使用料について、先ほど水洗化率の目安値についてお答え

いただきました。今後、この水洗化率を上げるための取組としてはどのような取組をなされ

ていくのかお答えください。 

  次に、545ページになります。 

  ４目総係費について、貸倒引当金の繰入額の増額理由についてお答えいただきました。や

はりこちらは昨年度比では減額できておりましたが、業務活動によるキャッシュフローなど

により増額になっております。全体としての傾向がどのようになっているのかお答えくださ

い。 

  次に、546ページになります。 

  １目の他会計補助金について、一般会計からの繰入れ分が増えたということでお答えいた

だきました。やはり昨年度予算でもこの負担は抑えられておりました。この市税の影響を考

慮しますと、可能な限り抑えていく必要があると思われます。今後の取組について、この点

について再度伺いたいと思います。 

  以上で２回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 佐藤智仁議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 佐藤議員の再度の質疑にお答えいたします。３点あったかと思いま

す。 

  １点目ですが、予算書544ページ、下水道使用料における水洗化率の向上の取組というご

質疑だったと思うのですが、接続率、水洗化率につきましては、個別で接続勧奨や、ららほ

っとみさとにおけるパネル展示などの活動を通じまして、下水道施設の重要性について普及

啓発を行い、下水道の仕組みやメリットなどを理解していただくことで接続を促していると
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ころでございます。 

  また、下水道接続時に市民の皆様の経済的な負担を軽減するため、接続工事費用を銀行な

どから借り入れる際に、利子に対する補助制度なども設けております。 

  今後も引き続き、幅広く公共下水道のメリットなどを周知しながら、接続率の向上に努め

てまいりたいと存じます。 

  続きまして、２点目のご質疑です。 

  予算書545ページ、貸倒引当金についてのお話だったかと思います。今後の債務状況のご

質疑だと思うのですが、こちらにつきましては、令和３年度末の企業債の残高でございます

が、企業債での残高の総計といたしまして、約295億円となる見込みでございます。 

  その内訳といたしまして、企業債の元金が約271億円、利子につきましては約24億円とな

っております。 

  今後も下水道整備エリアの拡大に伴いまして、企業債の残高は増加傾向が見込まれており

ますが、引き続き、経営努力を重ねながら、健全な下水道事業の財政運営に努めてまいりた

いと思います。 

  続きまして、３点目のご質問についてお答えさせていただきます。 

  予算書546ページ、他会計補助金の今後の推移などについてというご質疑だったと思うの

ですが、一般会計からの補助金でございますが、こちらにつきましては公共下水道事業全体

に対する予算額での比較になりますけれども、令和２年度につきましては、補助金が２億

8,580万1,000円、令和３年度につきましては２億3,840万3,000円、令和４年度は１億9,575

万4,000円でございます。 

  他会計補助金につきましては、ここ数年、経営努力によりまして補助金の減額に努めてお

りますが、今後も引き続き、経営努力を重ねながら補助金の削減と健全な下水道事業の財政

運営に努め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） 以上で佐藤智仁議員の質疑を終わります。 

  これにて議案第23号から議案第27号までに対する質疑を終結いたします。 

 

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

 

◎議案第２３号～議案２７号の委員会付託 
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○議長（武居弘治議員） 日程第４、これより議案第23号から議案27号までの委員会付託を行

います。 

  議案第23号から議案第27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。 

 

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

 

◎日程の追加 

○議長（武居弘治議員） ただいま佐藤睦郎議員ほか６名から、議案第28号 ロシアによるウ

クライナへの軍事的侵攻に抗議する決議が提出されました。 

  お諮りいたします。 

  この際、これを日程に追加し、議題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、議案第28号を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 

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

 

◎議案第２８号の上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第５、これより議案第28号を議題といたします。 

  議案第28号の提案理由の説明を求めます。 

  佐藤睦郎議員。 

〔１９番 佐藤睦郎議員 登壇〕 

○１９番（佐藤睦郎議員） 議案第28号 ロシアによるウクライナへの軍事的侵攻に抗議する

決議を朗読し、提案説明といたします。 

  我が国を含む国際社会が強く自制を求める中、本年２月24日、ロシアによるウクライナへ

の軍事的侵攻が開始された。 

  このような武力による一方的な現状変更は、国連憲章に定められている基本原則である国

家の領土の一体性及び主権の尊重に対する重大な違反であり、国際社会の平和と安全、秩序

を著しく損なう暴挙であり断じて許すことはできない。 
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  本市議会は、今回のロシアによるウクライナへの軍事的侵攻に対し、厳重に抗議するとと

もに、攻撃の即時停止、軍の撤収、国際法の順守を強く求めるものである。 

  以上、決議する。 

  この決議案は、会議規則第14条の規定により提出するものであります。議員各位のご賛同

を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 午後 １時４５分 

 

再開 午後 １時４５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２８号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第６、これより議案第28号に対する質疑を行います。 

  質疑の通告がありません。 

  これにて議案第28号に対する質疑を終結いたします。 

 

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

 

◎議案第２８号の委員会付託省略 

○議長（武居弘治議員） お諮りいたします。 

  議案第28号につきましては、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略いた

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、議案第28号につきましては、委員会付託を省略することに決しました。 
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────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２８号の討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第７、これより議案第28号に対する討論・採決を行います。 

  議案第28号の討論を行います。 

  討論の通告がありません。 

  これにて議案第28号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第28号 ロシアによるウクライナへの軍事的侵攻に抗議する決議につきまして、本案

を原案のとおり決するに賛成の皆様の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（武居弘治議員） 起立全員であります。 

  よって、議案第28号は原案可決と決しました。 

 

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

 

◎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部終了いたしました。 

  これにて本日は散会いたします。 

 

散会 午後 １時４７分 


