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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16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。 

  次に、各常任委員長から委員会審査報告書が提出され、審査結果につきましては、こちら

も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号の委員会審査報告 

○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号までの委員会審査報

告を行います。 

  議案第４号から議案第６号までの委員長報告を求めます。 

  建設水道常任委員長、柳瀬勝彦議員。 

〔建設水道常任委員長 柳瀬勝彦議員 登壇〕 

○建設水道常任委員長（柳瀬勝彦議員） ご報告申し上げます。 

  去る３月４日、７日の本会議において、建設水道常任委員会に付託されました議案に対す

る審査の概要と結果について、順次ご報告申し上げます。 

  本委員会は３月８日、９日の２日間、第４委員会室において、全委員及び執行部並びに議
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会事務局職員出席のもと開催いたしました。 

  それでは、議案第４号 三郷市道路線の廃止についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めたところ討論なく、採決

の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第４号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第５号 三郷市道路線の変更についてご報告いたします。 

  執行部の説明を了承し、質疑、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第５号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第６号 三郷市道路線の認定についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めたところ、討論なく、採

決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第６号については原案を可決すべきものと決しました。 

  これにて１回目の報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第７号から議案第11号並びに議案第16号及び議案第19号の委員

長報告を求めます。 

  総務常任委員長、鳴海和美議員。 

〔総務常任委員長 鳴海和美議員 登壇〕 

○総務常任委員長（鳴海和美議員） ご報告いたします。 

  去る３月４日、７日の本会議におきまして、総務常任委員会に付託されました議案に対す

る審査の概要と結果について、順次ご報告申し上げます。 

  本委員会は３月８日、９日の２日間、第１委員会室において、全委員及び執行部並びに議

会事務局職員出席のもと開催いたしました。 

  それでは、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ご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、この条例で規定する通勤手当について、県内40市中16市で

通勤手当が条例に定めてあるとのことだが、この時期に追加する理由はに対し、特に国など

から特別職を迎えている自治体においては、特別職が電車などを利用して通勤する場合、職

員の例によって通勤手当を支給しているという現状を把握したことから、今回追加したとの

ことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 
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  よって、議案第７号については原案を可決すべきものと決しました。 

  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ご報告

いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、再任用職員の対応はどうなるのかに対し、再任用職員の期

末手当については正規の職員と支給月数が異なるが、今回の改正で年間0.1月の減となると

のことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、工藤委員より反対討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数。 

  よって、議案第８号については原案を可決すべきものと決しました。 

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

の一部を改正する条例についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、保健センター管理者の業務を追加したことにより報酬を決

定したとのことだが、具体的にもともとある業務と何が業務として追加になったのかに対し、

保健センター管理者の業務は保健衛生業務の相談や助言となっている。保健センターは、市

民の健康増進を図るために保健指導や栄養指導、あるいは健康相談などを行っているが、今

回追加した業務は新型コロナウイルスワクチン接種計画に対する相談やワクチン接種後の健

康被害に関する相談等であるとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第９号については原案を可決すべきものと決しました。 

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

休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、質疑なく、これを終結し、討論を求めたところ、

工藤委員より賛成討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第10号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第11号 三郷市手数料徴収条例の一部を改正する条例についてご報告い

たします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、犬へのマイクロチップ装着等が義務化され、ワンストップ

サービスによって市での登録が不要になるとのことだが、今までは市で登録をしていただく

ことで、市内にどれくらいのかたが犬を飼っているのか把握されていたと思うが、今後この
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ようなものが分からなくなるということかに対し、マイクロチップが装着された場合につい

ては指定登録機関である日本獣医師会から登録に必要な情報が市に送られてくるので、把握

は可能であるとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第11号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第16号 三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、過去の消防団の出動件数はどのくらいか。また、近隣自治

体の報酬等の状況はどうかに対し、過去の出動件数は平成27年10件、178名、平成28年20件、

396名、平成29年23件、421名、平成30年23件、167名、令和元年26件、490名、令和２年24件、

357名で平均21件、335名である。 

  報酬の近隣の状況は、草加八潮消防局、吉川松伏消防組合、春日部市消防本部は当市と同

様で１日8,000円、４時間未満4,000円、越谷市消防局は時間に関係なく１日8,000円である

とのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第16号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第19号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてご報告いたしま

す。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第19号については原案を可決すべきものと決しました。 

  終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第12号及び議案第13号並びに議案第17号及び議案第18号の委員

長報告を求めます。 

  文教経済常任委員長、篠田正巳議員。 

〔文教経済常任委員長 篠田正巳議員 登壇〕 

○文教経済常任委員長（篠田正巳議員） ご報告いたします。 

  去る３月４日、７日の本会議におきまして、文教経済常任委員会に付託されました議案に

対する審査の概要と結果について、順次ご報告いたします。 

  本委員会は３月８日、９日の２日間、第３委員会室において全委員及び執行部並びに議会
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事務局職員出席のもと開催いたしました。 

  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ご報告

いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、三郷市立希望の郷交流センターはどのような施設かに対し、

三郷市立希望の郷交流センターは幅広い世代間のつながり、地域・文化活動のつながりや担

い手の育成、子どもたちの居場所づくりを基本方針とした交流拠点である。この施設では、

児童館、温浴施設、交流スペースなどを設け、また子どもから高齢者までが集い楽しめる交

流イベント、放課後の子どもの見守り、地域住民の談話や歌唱による交流など、人と人とが

触れ合える機会づくりの場となることを期待しているとのことでした。 

  次に、防災備蓄倉庫について、対象区域や利用者をどのように考えているかに対し、今後、

対象区域、避難場所の在り方などを含め、関係部署と調整していきたいと考えているとのこ

とでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、深川委員より賛成討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第12号については原案を可決すべきものと決しました。 

  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ご報

告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第13号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、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

についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、学校統合を検討するに当たり、地域住民・保護者への情報

発信はどのように行われてきたのかに対し、学校統合に向けての検討状況を、市のホームペ

ージや学校だよりにてお知らせしてきたほか、地域のかたへは町会の回覧板を通して、また

前間小学校及び後谷小学校の保護者へは学校配信メールを活用して随時行ってきたとのこと

でした。 

  次に、前間小学校、後谷小学校の統合に至った経緯はに対し、後谷小学校は平成22年度か

ら令和３年度まで全学年単学級の状況が続いており、前間小学校においても多くの学年で単

学級の状況が続いている。今後も、両校の小規模化が継続する推計となっていることから、
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児童によりよい教育環境を整備していくことを目的に、令和６年４月の統合に向け準備を進

めていくとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、深川委員より反対討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数。 

  よって、議案第17号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第18号 三郷市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例につい

てご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、公民館の位置について、「三郷市立瑞沼市民センター内」

とあるが、明確にする必要はないかに対して、現在、事務室は三郷市立瑞沼市民センターの

２階にあるが、建物に部屋番号などの区分がないため、限定ができないとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、深川委員より賛成討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第18号については原案を可決すべきものと決しました。 

  以上で１回目の報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第14号及び議案第15号の委員長報告を求めます。 

  市民福祉常任委員長、佐々木修議員。 

〔市民福祉常任委員長 佐々木 修議員 登壇〕 

○市民福祉常任委員長（佐々木 修議員） ご報告申し上げます。 

  去る３月４日、７日の本会議において、市民福祉常任委員会に付託されました議案に対す

る審査の概要と結果について、順次ご報告申し上げます。 

  本委員会は３月８日、９日の２日間、第２委員会室において全委員及び執行部並びに議会

事務局職員出席のもと開催いたしました。 

  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ご報告

いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第14号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第15号 三郷市立児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例につい

てご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、現在、北児童館において月に１回、中高生の居場所づくり
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として「Ｋｉｔａ★Ｃａｆｅ」を開催しているとのことだが、今回の改正により利用対象年

齢の変更はあるのかに対し、児童館は18歳未満の児童を対象としており、今回の改正におい

ても対象年齢は変わらないとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第15号については原案を可決すべきものと決しました。 

  以上で１回目の報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２０分 

 

再開 午前１０時５０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４号～議案第１９号の委員長報告に対する質疑、討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第２、これより議案第４号から議案第19号までの委員長報告に

対する質疑、討論・採決を行います。 

  初めに、委員長報告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４号から議案第19号までの委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

  討論・採決を行います。 

  議案第４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４号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第４号 三郷市道路線の廃止についての委員長報告は原案可決であります。 

  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〕 
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○議長（武居弘治議員） 起立全員であります。 

  よって、議案第４号は原案可決と決しました。 

  議案第５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５号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第５号 三郷市道路線の変更についての委員長報告は原案可決であります。 

  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５号は原案可決と決しました。 

  議案第６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６号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第６号 三郷市道路線の認定についての委員長報告は原案可決であります。 

  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６号は原案可決と決しました。 

  議案第７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７号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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委員長報告は原案可決であります。 

  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７号は原案可決と決しました。 
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  議案第８号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  原案に反対、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） 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、私は日本共産党三郷市議団を代表して反対討論を行います。 

  本条例案は、職員の期末手当を年間で0.15か月分引下げ、4.3か月とし、再任用職員は0.1

か月分引下げ2.25か月分とするものです。本会議の質疑でも明らかになったように、職員の

期末手当の減額は平均で年間約10万6,000円、最大で約19万円の大幅引下げとなります。新

型コロナウイルスの感染拡大に対応する中、本市では一部の担当課で時間外が1,000時間と

なるなど、市民の健康と命を守るために日々奮闘する職員に応えないばかりか、冷水を浴び

せるものとなりました。 

  そもそも、人事院が２年連続で公務員の一時金の削減勧告を行ったこと自体、政府が経団

連に賃上げを要求し、経済対策を打ち出している中にあって、政府の方針にも逆行すると考

えます。 

  期末手当の引下げは、職員の生活設計に影響を及ぼし、消費意欲を減退させ、国内経済の

更なる景気後退に歯止めをかける障害になりかねません。また、中小企業などの賃金にも影

響し、結果的に民間企業を含めた賃下げ競争の悪循環になる懸念もあります。ラスパイレス

指数が98.5と示されているように、決して高い水準にない三郷市職員の給与を現状のまま放

置することになります。 

  先ほど、市長をはじめ三役の期末手当を見直す条例改正が議決されましたが、市議会議員

の期末手当は年間4.5か月のままとなっています。本条例案が議決されるということであれ

ば、議員報酬の期末手当も据置にせず、見直しを検討するべきであることを申し添え、討論

といたします。 

○議長（武居弘治議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これにて議案第８号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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委員長報告は原案可決であ

ります。 

  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。 
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〔起立多数〕 

○議長（武居弘治議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第８号は原案可決と決しました。 

  議案第９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９号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の委員長報告は原案可決であります。 

  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９号は原案可決と決しました。 

  議案第10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10号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第10号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

条例の一部を改正する条例の委員長報告は原案可決であります。 

  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10号は原案可決と決しました。 

  議案第11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11号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第11号 三郷市手数料徴収条例の一部を改正する条例の委員長報告は原案可決であり

ます。 

  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。 
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〔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11号は原案可決と決しました。 

  議案第12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12号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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の委員長報告は原案可決で

あります。 

  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12号は原案可決と決しました。 

  議案第13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13号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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の委員長報告は原案可決で

あります。 

  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13号は原案可決と決しました。 

  議案第14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14号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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委員長報告は原案可決で

あります。 

  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。 
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〔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14号は原案可決と決しました。 

  議案第15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15号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第15号 三郷市立児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例の委員長報告は原案

可決であります。 

  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15号は原案可決と決しました。 

  議案第16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16号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第16号 三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例の委員長報告は原案可決であります。 

  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16号は原案可決と決しました。 

  議案第17号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

  原案に反対、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、日本共産党三郷市議団を代表して反対討論をいたします。 

  この議案は、小規模化の対象として2024年４月から前間小学校、後谷小学校を統合するた
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めに後谷小学校を廃校にするものです。６年間の学びの途中での統合は、子どもの精神、学

習面へ及ぼす影響が大きく、懸念されています。また、学校は地域コミュニティの文化的な

拠点であり、災害時には避難所となるなど、市民のかけがえのない財産です。 

  学校統合については、学校関係者、多くの地域住民、何より学校の主人公である子どもの

意見に十分に耳を傾けて、子どもの最善の利益を追求すべきです。しかし、子どもへの意見

聴取が行われないまま、大人が勝手に「子どものため」と言いながら、統合を進めています。 

  子どもへの視点が余りにも欠けています。子どもにとって何がベストなのかは、子どもに

聞かなければ分かりません。子どもにも分かるような優しい言葉で意見聴取を行った上で、

統合の是非を判断すべきです。住民説明会やパブリックコメントでは、方針決定から条例改

正まで余りにも短い、５年生だけのアンケートでは意味がない、新道路建設が落ち着いて人

の動きの変化も見極めてから実施すべき、ＷＨＯは学校規模について100人を上回らないほ

うが学習効果が上がると認めている、一緒に過ごしてきたクラスメイトと修学旅行に同じク

ラスで行きたい、最後の１年でばらばらは悲しい。 

  また、トラック通りの安全対策など、様々な意見が寄せられました。しかし、市の回答は

統合先にありきで、声を上げた市民に対して何を言っても変わらない、仕方ないと諦めさせ

るような余りにも一方的で冷たいものに感じました。 

  学校は、地域とともにあるものです。住民合意がまずは先決であり、現段階での条例改正

は時期尚早と判断せざるを得ません。三郷市学校統合を考える会が行った前間小学校、後谷

小学校統合計画の見合わせを求める署名は、短期間で累計1,024筆を超えたとのことです。

これだけの人々が統合に賛成、反対の立場を超えて、丁寧な説明と議論を重ねることを求め

ています。 

  このまま条例の改正を進めることは、正に統合先にありきで一方的に進める行政のやり方

に議会が追認するということであり、非常に問題だと考えます。この議案を取り下げる姿勢

こそ、行政のあるべき姿であることを指摘し、拙速な学校統合の中止を強く求めるものです。 

  最後になりますが、適正規模は12学級という教育環境整備計画の本旨に基づき、今後も新

たな地域で統合などが検討されようとしています。地域の実情に十分に考慮し、機械的な学

校統合などを行わぬよう指摘をするとともに、方針決定機関である審議会については学校規

模、学級編制を研究している学識経験者の参加や様々な住民の声を反映できるよう、多くの

保護者、住民などを公募で参加させるよう改善を求めて討論を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 原案に賛成、５番、一色雄生議員。 
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〔５番 一色雄生議員 登壇〕 

○５番（一色雄生議員） 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、賛成討論を行います。 

  この議題は要点が複数あるため、特別支援学級で少人数指導をした時の教員の経験を基に、

主に２点、話をさせていただきます。 

  前提条件として、少人数学級のほうが指導が行き渡るという点については、反対討論でも

出ていましたが、正にそのとおりだと思いますので、話を割愛させていただきます。 

  まず１点目は、単一指導学級という点について、パブリックコメントには単一指導学級の

メリットが多く書かれていますが、実際に教育現場を経験している教員の視点では、かなり

意見が違うかと思っています。元教員の視点から考えると、単一指導学級の、もちろんメリ

ットもありますが、デメリットのほうが大きいと思っています。 

  実際に、私が経験をした例で話をさせていただきます。近年、特別に支援が必要な児童は

クラスの中に４人に１人だと言われています。特性ゆえ、指導を丁寧に行う必要があり、感

情や情報の整理のためにクールダウンが必要とされています。トラブルが起きると、固定の

相手とのけんかも頻繁に起こります。仲直りするまでに時間がかかるということは、子ども

だけに限らず、大人もそうなのではないでしょうか。 

  通常学級においても、年々特別に支援が必要な生徒が増えているという現実があります。

特別支援学級では、教員の数が通常学級よりも多く人数配置されているので、１日だけの人

間関係のトラブルに関しては比較的対処することができるのですが、年間を通して頻繁にな

ってしまうと、もう手を付けることができなくなります。通常学級では、特別支援学級より

も教員の人数が少なく、生徒の人数が多いので、更に大変です。 

  単一指導学級では、教員の人数は各学年２名、校長、副校長、養護教諭、特別支援学級の

担任などを合わせると、およそ18人から20名ほどが一般的です。しかし、ここには音楽や図

工、理科、英語の専任などを入れると、基本的には各学年は１人で対応をしなければいけな

いことがほとんどです。ここにイレギュラーな対応が起こると、授業だけの影響であればい

いのですが、授業以外に割り当てられた仕事や保護者対応なども入ってきます。イレギュラ

ーな対応には学校全体で対応をすればいいのですが、そううまくいかないのが実情です。昨

今の教員の働き方改革にも、教員が忙し過ぎる状況を諦めないという動きとも逆行している

のではないでしょうか。 

  さらに、児童によってはクラス替えや少人数指導の授業、英語のネイティブなかたを入れ
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たＡＬＴの授業などで気持ちが救われるかたも多くいました。子どもたちの中には、気持ち

の整理ができなくなり、クラスになじめず、不登校になっている生徒、児童も近年増加傾向

にあります。外から見ると、単一指導学級は家族のような少人数授業に見えることもありま

すが、実情を知っている身からすると逃げ場の少ないストレスフルな環境に見えることもし

ばしばあります。 

  もちろん、全ての学校がそうだとは思いません。子どもにとっても、教員にとっても、負

担になる可能性が単一指導学級にはあるということを私の経験から述べさせていただきまし

た。 

  通学の問題はもちろんありますが、それは統合をしてもしなくても同じだと思っています。

統合をする、しないに関わらず、新しい道路はできて交通量は増えてしまうのは変わりはな

いのですから。それよりも、統合によって救われる児童や教員もいるのではないでしょうか。 

  最後に２点目ですが、教育委員会や行政の性質上、パブリックコメントのようにあった２

年間しか統合をする時間がなかったということはあり得ないということを数字とともに述べ

させていただきます。 

  三郷市立小中学校教育環境整備計画によりますと、平成22年10月に初めてこちらの第１次

教育環境整備計画を策定し、その２年後、彦糸小学校と北郷小学校を統合し、その後も少子

高齢化に伴う学校をどのように維持管理していくかという課題が上げられています。 

  さらに、令和元年に懇話会といった学校専門教育の専門家を集め審議し、令和２年に第２

次教育環境整備計画を策定しています。そして、令和２年４月から三郷市立小中学校通学区

域編成審議会を設置しております。その後の流れについては、反対討論やパブリックコメン

トなどでも話がよく出ていますので、割愛させていただきますが、三郷市全体の小中学校の

統合については平成22年度から11年間にわたり、教育機関の専門家が検討をしてきたという

経緯があります。その専門家の中には、教育心理学の教授やＰＴＡ連合会の会長、副会長、

小学校校長会の会長や中学校校長会の会長などが話し合っています。11年間にわたり、教育

の専門家が三郷市の学校の統廃合を検討した結果、今回の統廃合が決まっていることや、教

員の負担軽減が児童のより一層の指導の充実につながることから、前間小学校と後谷小学校

の統合に賛成します。 

  以上をもちまして、賛成討論とさせていただきます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これにて議案第17号の討論を終結いたします。 
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  採決を行います。 

  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の委員長報告

は原案可決であります。 

  本案の採決に当たりましては、三郷市立学校設置及び管理に関する条例第４条、学校を廃

止する場合は、議会において出席議員の３分の２以上の者の同意を得なければならないとさ

れております。 

  よって、出席議員の３分の２以上の同意を必要とする特別多数議決であります。 

  ただいまの出席議員は24名であります。この３分の２は16名であります。 

  この特別多数議決には、地方自治法第116条の規定により私、議長も表決権を行使するこ

ととされておりますので、ご了承願います。 

  それでは、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21名〕 

○議長（武居弘治議員） ただいまの起立者数は21名であります。 

  所定数に達しております。 

  よって、議案第17号は原案可決と決しました。 

  議案第18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18号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第18号 三郷市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の委員長報告は原案

可決であります。 

  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18号は原案可決と決しました。 

  議案第19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19号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第19号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についての委員長報告は原案可決であ
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ります。 

  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19号は原案可決と決しました。 

 

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

 

◎議案第２０号～議案第２１号の委員会審査報告 

○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号の委員会審査報告を

行います。 

  議案第20号中、担当分の委員長報告を求めます。 

  総務常任委員長、鳴海和美議員。 

〔総務常任委員長 鳴海和美議員 登壇〕 

○総務常任委員長（鳴海和美議員） それでは、議案第20号 令和３年度三郷市一般会計補正

予算（第12号）中、担当分についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、財政調整基金積み立てについて新型コロナウイルス対策に

対応されている福祉事業所等の従業員を応援するような取組などの支援は検討されたのかに

対し、現在タクシーチケットを活用した移動支援事業を実施している。その後の事業につい

ては臨時交付金の残額があるので、今後のコロナウイルスの状況を注視しつつ、再度必要な

感染対策事業を検討していきたいとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、工藤委員より賛成討論がありました。 

  採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第20号中、担当分については原案を可決すべきものと決しました。 

  終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第20号中担当分、及び議案第21号の委員長報告を求めます。 

  市民福祉常任委員長、佐々木修議員。 

〔市民福祉常任委員長 佐々木 修議員 登壇〕 

○市民福祉常任委員長（佐々木 修議員） それでは、議案第20号 令和３年度三郷市一般会

計補正予算（第12号）中、担当分についてご報告いたします。 
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  執行部の説明を了承し、質疑、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第20号中、担当分については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第21号 令和３年度三郷市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第21号については原案を可決すべきものと決しました。 

  以上で２回目の報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第20号中担当分の委員長報告を求めます。 

  文教経済常任委員長、篠田正巳議員。 

〔文教経済常任委員長 篠田正巳議員 登壇〕 

○文教経済常任委員長（篠田正巳議員） それでは、議案第20号 令和３年度三郷市一般会計

補正予算（第12号）中、担当分についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、初めに市民経済部担当分につきましては、農政事務につい

て古利根堰の役割は。また、古利根堰管理費は当初予算にも計上されているが、総額幾らに

なるのかに対し、古利根堰を利用し、水田に用水の供給を受けている。今回の耐震化工事を

行うことにより、大地震による洪水を防ぎ、地域住民の安全の確保と農業用水の安定供給を

図るものである。工事の期間は、令和元年から令和７年を予定しており、総事業費は33億

6,997万5,000円、市負担分の総額は1,158万8,019円を予定しているとのことでした。 

  次に、学校教育部担当分につきましては、中学校校舎改修事業について、今回の工事で北

中学校の普通教室・洋式トイレはどれだけ増えるのかに対し、普通教室として使用するため

にはエアコンが必要であり、現在エアコンを設置している普通教室は22教室ある。新たに８

教室に設置し、合計30教室とする。また、洋式トイレの数は40から53になり、女子トイレは

全て洋式化とするとのことでした。 

  次に、農業委員会事務局担当分につきましては、委員会・事務局運営事務についてタブレ

ットを購入するということだが、どのように活用するのかに対し、紙の資料や地図を使い現

地の状況を確認していたものを、電子化することにより分かりやすく、また作業の効率化を

図るためとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第20号中、担当分については原案を可決すべきものと決しました。 
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  以上で２回目の報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第20号中担当分の委員長報告を求めます。 

  建設水道常任委員長、柳瀬勝彦議員。 

〔建設水道常任委員長 柳瀬勝彦議員 登壇〕 

○建設水道常任委員長（柳瀬勝彦議員） 議案第20号 令和３年度三郷市一般会計補正予算

（第12号）、担当分についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めたところ、討論なく、採

決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第20号中、担当分については原案を可決すべきものと決しました。 

  これにて２回目の報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２９分 

 

再開 午前１１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２０号～議案第２１号の委員長報告に対する質疑、討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第４、これより議案第20号及び議案第21号の委員長報告に対す

る質疑、討論・採決を行います。 

  初めに、委員長報告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20号及び議案第21号の委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

  討論・採決を行います。 

  議案第20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20号の討論を終結いたします。 
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  採決を行います。 

  議案第20号 令和３年度三郷市一般会計補正予算（第12号）の各委員長報告は原案可決で

あります。 

  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20号は原案可決と決しました。 

  討論・採決を行います。 

  議案第21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21号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第21号 令和３年度三郷市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の委員長報告は

原案可決であります。 

  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21号は原案可決と決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４７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２２号～議案第２７号の委員会審査報告 

○議長（武居弘治議員） 日程第５、これより議案第22号から議案第27号までの委員会審査報
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告を行います。 

  議案第22号中、担当分の委員長報告を求めます。 

  総務常任委員長、鳴海和美議員。 

〔総務常任委員長 鳴海和美議員 登壇〕 

○総務常任委員長（鳴海和美議員） それでは、議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算

中、担当分についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、初めに歳入について、20款諸収入、常磐新線無利子貸付金

元金収入について減額になっているが、減額理由と今後の見通しはに対し、過去に三郷市が

平成４年から平成19年にかけて毎年、当時の首都圏新都市鉄道に貸付けを行っていたものを

10年後から償還金として収入としているが、これからはどんどん減っていく見込みである。

令和４年度は約３億5,000万円の償還を受けるが、その次年度は約３億500万円、その次の年

度は約２億3,000万円と、毎年減っていく見込みであるとのことでした。 

  続いて歳出について、初めに企画政策部担当分について、デジタル化推進事業について、

会議録等の作成にＡＩを使用した音声テキスト化などを取り入れているとのことだが、業務

の削減や効率化の効果はどうかに対し、現在ＡＩの精度は格段に上がっている。かかる時間

は、例えば１時間の会議について会議録作成に３時間くらいかかっていたものが30分程度で

終わる事例があるなど、業務時間の削減や効率的な業務運営につながっていると考えるとの

ことでした。 

  続いて、総務部担当分について、車両管理事務について、公用車の省エネルギー化はどの

ように検討されているのか、またＥＶ（電気自動車）購入の考えはあるのかに対し、公用車

についてはＣＯ２の排出削減となる利用に努めるとともに、購入については令和４年度は２

台の軽自動車のハイブリッド車購入を予定し、現在19台のハイブリッド車と合わせて21台と

なる予定である。電気自動車の購入については、ＣＯ２削減効果が高いが、まだ車両価格が

高額であり車種も少なく、また充電環境整備などの課題もあるので、今後検討することとし

たいとのことでした。 

  次に、男女共同参画促進事業について、男女共同参画審議会委員の女性の数はに対し、男

女共同参画審議会委員は10人中、女性が９名となっているとのことでした。 

  次に、市ホームページ改修事業について、委託業者の選定方法は、また改修内容はに対し、

業者選定についてはプロポーザル方式での選定を想定している。ホームページについては、

平成11年に開設し、平成19年から現在のシステムを使用している。スマートフォンサイトの
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開設など、いろいろ改良を加えてきたが、長期間使用してきたということでデザインも含め

てのフルリニューアルを考えている。高齢者や障がい者を含め、誰もが分かりやすいウェブ

アクセシビリティの向上を目指していきたいとのことでした。 

  続いて、財務部担当分について、契約事務についてシステム改修の詳細はに対し、現在物

品及び維持管理の入札は紙入札で執行しているが、令和５年度から埼玉県電子入札共同シス

テムを利用して電子入札に切り替える予定である。それに伴い、県のシステムと市の契約シ

ステムの互換性を持たせるため、システムを改修するとのことでした。 

  続いて、危機管理防災課担当分について、洪水ハザードマップ作成事業について、障がい

者向けの洪水ハザードマップを今後作成する予定はあるかに対し、障がい者向けのハザード

マップは作成していないが、現在の水害ハザードマップについては国の基準に基づいた視覚

障がい者に配慮した色彩を使用して作成をしている。また、障がい者を含む要配慮者向けに

は防災マニュアルブック等のガイドブックを作成し、活用しているが、引き続き周知、啓発

していくとのことでした。 

  続いて、会計課担当分について、会計課事務について、役務費が前年と比較してかなりの

増額となっているが、理由と今後の見通しはに対し、主な増額は指定金融機関の埼玉りそな

銀行からの要望で、令和４年度から市が依頼する工事代金や給与等の振込に対する手数料を

負担することとなった。単価としては、紙ベースが１枚500円、電子データによる総合振込

が１件50円、給与等が１件15円、総額で約1,400万円を計上したとのことでした。 

  続いて、消防本部担当分について、令和４年度の消防職員の充足率はどのようになってい

るのかに対し、今年度定年退職が２名、年度の中途退職者が２名、年度末退職者が２名、計

６名の減になるのに対し、新規採用職員が８名なので充足率は93.7％であるとのことでした。 

  次に、通信指令施設管理事業について、システム構築費の内容はに対し、消防指令課が

119番通報を受けて消防部隊が出動するまでが通信指令システムという位置付けになり、総

称して緊急消防通信指令施設と呼ばれ、大きく２つに分かれている。１つは、消防指令シス

テム、もう一つは消防救急デジタル無線、今回は消防指令システムの更新を行うものである

とのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、工藤委員より反対討論、宇治委員より賛成討

論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数。 

  よって、議案第22号中、担当分については原案を可決すべきものと決しました。 
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  以上で報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第22号中、担当分、議案第23号、議案第24号及び議案第25号の

委員長報告を求めます。 

  市民福祉常任委員長、佐々木修議員。 

〔市民福祉常任委員長 佐々木 修議員 登壇〕 

○市民福祉常任委員長（佐々木 修議員） それでは、議案第22号 令和４年度三郷市一般会

計予算中、担当分についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、初めにスポーツ健康部担当分について、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、一連の流れや現状はに対し、毎日、埼玉県

から自宅療養者のリストが電子データで届き、そのリストを基に食料やパルスオキシメータ

ーの希望の有無を電話で確認し、必要な世帯に届けている。市の食料支援については、自宅

療養者の同居家族も含め、必要な人数分を１人につき３日分配付しており、その数日後に埼

玉県からの食料が届くことになっているが、県では追加で再配送することも可能と伺ってい

る。パルスオキシメーターについては世帯に１つ、県からの貸与品をお届けし、郵送で県に

返せるよう、返送用の封筒を同封している。なお、食料については３月６日現在で3,215世

帯にお届けしているとのことでした。 

  次に、特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会運営事業について詳細はに対し、この事業は

かんぽ生命保険、ＮＨＫ及び全国ラジオ体操連盟が主催する「巡回ラジオ体操・みんなの体

操会」を市制施行50周年記念事業として行うものである。感染症対策を踏まえ、三郷市陸上

競技場をメイン会場、市内小学校をリモート会場とし、陸上競技場大型映像装置を利用して

オンラインで繋ぎ、本会場と一体となったラジオ体操会を開催する。今現在も、ラジオ体操

に力を入れている学校、地域、町会などがあるが、この事業をきっかけとして体を動かすこ

と、コミュニティの活性化等に役立てればと考えているとのことでした。 

  次に、陸上競技場運営管理事業に関し、日本陸上競技連盟公認の第３種競技場として申請

するとのことだが、第４種との条件等の違いはに対し、三郷市陸上競技場はインフィールド

について「投てき実施可能な人工芝」を採用している。平成30年の公認取得時は、日本陸上

競技連盟の定める第３種の条件として「天然芝」であることが規程されていた。その後の規

定改正により第３種の条件として「投てき実施可能な人工芝」が認められ、用器具類を補充

することで全ての条件をクリアし、今回第３種として申請する。今後は、新たな各種大会や

競技会などの誘致を目指していくとのことでした。 
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  次に、福祉部担当分について、避難行動要支援者支援事業について、名簿作成の流れは、

また現状や課題はに対し、まず75歳以上の独居、高齢者のみの世帯、介護保険制度の要介護

３以上のかた、身体障がい者１、２級、療育手帳Ⓐ、Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級をお

持ちのかたを避難行動要支援者として抽出し、総対象者数を決めている。そのかたたちに毎

年１月、名簿登録への同意書を送り、返送されたかたについて町会等に個別避難計画の作成

を依頼している。現状として、令和３年４月１日現在、避難行動要支援者数１万1,957人、

名簿情報提供同意者数7,620人、個別避難計画策定完了者数1,731人であり、53町会と自治会

管理組合、自主防災会に提供している。課題としては、同意者数に対して個別計画の作成者

数が少ないこと、同意書の返送がないかたへどう働き掛けていくかといったことが挙げられ

るが、今後、地域福祉計画にも位置付けて、共助、互助を高めていくため、より啓発を行っ

ていきたいとのことでした。 

  次に、手話言語条例推進事業の啓発用の動画作成について詳細は、また中途障がいのかた

たちに対する対応はに対し、啓発用動画については「広報みさと」から主要なイベントや、

ろう者に周知をしたい内容をピックアップしたものを手話動画にし、三郷市のホームページ

に毎月アップする予定である。委託先としては、三郷市聴覚障害者協会を考えている。また、

デジタルサイネージに手話啓発用の動画を載せることも考えている。中途失聴者への対応と

しては、手話を覚えていただくとともに、仲間づくりを目的として中途失聴者等を対象とし

た手話講座を毎年企画している。その他、障がい福祉課窓口において専任の手話通訳者から

ヒアリングループや補聴器などのコミュニケーションツールの使い方などについてご案内し

ているとのことでした。 

  次に、子ども未来部担当分について、送迎保育事業について、ルートが新設されて２ルー

トから３ルートに増え、三郷中央駅に設置される送迎保育ステーションも２つに増えるとの

ことだが、その詳細はに対し、現在の東回りルート、西回りルートに加え、新たに南回りル

ートを新設し、主に高州地区と戸ヶ崎地区を運行する予定である。東ルートと西ルートはみ

さとしらゆり保育園に、南ルートはみさとしらゆり第２保育園に、それぞれ送迎保育ステー

ションを設置する予定であるとのことでした。 

  次に、病児・病後児保育事業について、枠が足りていないということはないのか。また、

感染症にかかっている病児・病後児の受入れ体制はに対し、枠が少なく困っているという声

は聞かないが、そういった声が多くなった際には慎重に検討していく。病児・病後児ともに、

診療情報提供書に基づいて病児・病後児保育を実施するので、感染症についても条件はある
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が、受入れは可能であるとのことでした。 

  次に、妊産婦健康診査等事業の産婦健康診査費用の助成について詳細はに対し、産婦健康

診査の費用について、産婦１人につき１回5,000円までを助成するものである。妊婦健康診

査の助成と同様、三郷市と契約している医療機関の場合は、健康診査費用から5,000円差し

引いた額をお支払いしていただき、それ以外の医療機関の場合は償還払いになるとのことで

した。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、賛成多数。 

  よって、議案第22号中、担当分については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、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ご報告い

たします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、佐藤智仁委員より反対討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数。 

  よって、議案第23号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、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ご報告いたし

ます。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、佐藤智仁委員より反対討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数。 

  よって、議案第24号については原案を可決すべきものと決しました。 

  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いてご報告

いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、佐藤智仁委員より反対討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数。 

  よって、議案第25号については原案を可決すべきものと決しました。 

  以上で全ての報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第22号中、担当分の委員長報告を求めます。 

  文教経済常任委員長、篠田正巳議員。 

〔文教経済常任委員長 篠田正巳議員 登壇〕 
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○文教経済常任委員長（篠田正巳議員） それでは、議案第22号 令和４年度三郷市一般会計

予算中、担当分についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、初めに市民経済部担当分について、パスポートセンター運

営事業について、令和３年度のパスポート申請状況は、また令和４年度の見込み数はに対し、

令和３年度４月から２月までの申請等件数は467件、交付件数は472件であり、１日当たり約

２件となっている。令和４年度については、コロナウイルスの感染状況など先行き不透明な

状況ではあるが、3,400件程度を見込んでいるとのことでした。 

  次に、交通安全施設整備事業について、通学路整備計画の報告件数と対策はに対し、昨年

の６月に発生した千葉県八街市の児童交通死傷事故を機に、埼玉県で策定している通学路整

備計画を前倒しして、市内小・中学校及び保育施設等の教職員が通学路の点検を行い、これ

を取りまとめて県に報告した結果、対応が必要な件数は66件であった。今年度に対応したも

のもあるが、令和４年度から８年度にかけて順次対応していくとのことでした。 

  次に、住民基本台帳事務事業について、マイナンバーカードの発行状況は、また旧姓併記

の申請状況はに対し、マイナンバーカードの交付件数は令和４年２月20日現在５万4,662件、

旧姓併記の申請件数は令和４年３月１日現在73件とのことでした。 

  次に、農業経営・生産支援事業の温室及びビニールハウス設置について、補助金の負担割

合はに対し、面積要件200平米以上、新設及び再建については総事業費の５分の１以内、限

度額が80万円となっている。また、張り替えについては５分の１以内、限度額を20万円とし

て補助している。また、水田経営支援とはどのような内容かに対し、農業用水の取水が困難

な水田に農業用ポンプなどの設置に対する補助金となるとのことでした。 

  次に、中小企業経営・創業支援事業の資格取得支援補助金について、対象となる資格の要

件はに対し、その会社が営む事業に資する国家資格であること、また協会や団体等で実施す

る試験・講習の国家資格についても補助の対象に含まれるとのことでした。 

  続いて、学校教育部担当分について、小・中学校適正規模適正配置事業に関連して、令和

３年度は通学区域審議事業を行っていたが、令和４年度は事業がなくなっている。今後、審

議会は行わないのかに対し、令和４年度からは事業名を変更し、「小・中学校適正規模適正

配置事業」として取り組むこととし、今後の通学区域編成審議会はこの事業の中で行ってい

くとのことでした。 

  次に、コミュニティ・スクール運営事業について、１年たちどのような評価があったのか

に対し、コミュニティ・スクールは、「地域とともにある学校づくり」を実現するため、令
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和３年度、試行的に市内２校に導入した。コロナ禍で予定した事業の一部を開催できなかっ

たが、校長が作成する学校運営の基本方針を承認するなどの機能を通して、目標やビジョン

を共有し、連携・協働による取組を進め、地域との更なる具体的交流の足掛かりにつながっ

たと認識しているとのことでした。 

  次に、小・中学校児童生徒就学援助費支給事業について、令和４年度の単価引上げ状況は

に対し、小学校において国の基準を基に「新入学児童生徒学用品」の単価を3,000円引き上

げたとのことでした。 

  次に、学校保健支援事業について、生理用品の配布と設置方法についてに対し、生理用品

については各学校における必要数を調査しており、これに基づき配布する。設置場所は、女

子トイレの洗面所付近であるとのことでした。 

  続いて、生涯学習部担当分について、幼児教室運営管理・補助事業について、補助金増額

の理由は、また幼児教室等とあるが、ほかに補助対象施設はあるのかに対し、増額理由は在

園児が増えており、保護者に対する補助金の対象者数を増やしたため、また幼児教室等につ

いてはほかの補助対象施設ではなく、先生がたの雇用に関する補助金も含まれているとのこ

とでした。 

  次に、人権教育推進事業について、人権のつどいに出展する団体に対して補助はしている

のかに対し、市からの直接の補助ではなく、埼葛地区12市町等で組織している実行委員会が

補助しているとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、深川委員より反対討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数。 

  よって、議案第22号中、担当分については原案を可決すべきものと決しました。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第22号中、担当分、議案第26号及び議案第27号の委員長報告を

求めます。 

  建設水道常任委員長、柳瀬勝彦議員。 

〔建設水道常任委員長 柳瀬勝彦議員 登壇〕 

○建設水道常任委員長（柳瀬勝彦議員） 議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算中、担

当分についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑を行い、初めに建設部担当分について、不法投棄監視パトロールの

詳細と道水路上の不法投棄物撤去事業と併せて不法投棄物回収の実績は、また道水路上の不
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法投棄物回収に当たって基準はあるかに対し、不法投棄監視パトロールは２人１班体制で行

い、水曜日を休みに平日４日行っていたものを、令和４年度からは水曜日を含む平日５日体

制で行う。また、不法投棄の回収実績は、一月当たり1,300キログラムで年間約16トンとな

る。道路交通に対する支障の解消を目的とするため、回収における基準はないが、通報によ

るものは撤去することが多く、持ち主が分かるものなどは警察に立会いを依頼するなど、状

況に応じた対応をとっているとのことでした。 

  次に、排水ポンプ場維持管理事業では、今後毎年400万円の負担金を支出しなければなら

ないのかに対し、大場川下流排水機場のポンプ増強は県と市の連携事業であり、増設される

毎秒15トンの排水能力のうち、５トン分については内水の排除を目的としたものとなる。増

強分の維持管理費の一部は市が負担することになっているが、県からの委託を受け、市で実

施している運転操作などの費用は河川管理費委託金として歳入も計上しているとのことでし

た。 

  次に、水路上部歩道活用事業とは新規の事業かに対し、従前は水路改修事業として名称で

事業の内容も分かりづらいものであったが、上部を歩道として利用できる水路はリノベーシ

ョンして新たな価値を付加できる水路として整備すべく、令和４年度からは名称を変え、新

たな事業として立ち上げたとのことでした。 

  次に、まちづくり推進部担当分について、土地区画整理支援事業の環境影響評価業務の内

容はに対し、三郷インター南部地区土地区画整理事業に当たっては、県の条例に基づき、大

気質・騒音・低周波音・振動・地下水や地盤・動植物・景観・日照障害等の項目について環

境への影響に関する事前調査を行っている。このたび、インター南部地区は開発がおおむね

完了したので、その事後調査として環境への影響を比較調査し、県に提出するものであると

のことでした。 

  次に、インター南中央公園にインクルーシブ遊具を整備するということであるが、この公

園にはマイツリーや行田の古代蓮もあり話題の公園になる。また、市境の橋にも近いので、

他市からもお客さんが来るだろう。その点を考慮すると、現在の駐車場は21台分、そのうち

障がい者用のスペースが１台分だけであり、不足が予測されるが、増設の予定はあるかに対

し、既存の駐車場の対角にインクルーシブ遊具を整備するが、この近くに新たに障がい者の

ための駐車スペースを４台分確保する予定であるとのことでした。 

  次に、インクルーシブ公園は、まだ世間一般に余りなじみがなく、どういった公園なのか、

初めて公園を訪れたかたにもその趣旨がしっかりと伝わるようにすべきである。また今後、
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より多くの様々なかたが訪れるので、ＡＥＤ設置場所の案内板を置くなど、一層の安全確保

への配慮が必要ではないかに対し、整備に当たっては一層の安全確保に配慮しつつ、インク

ルーシブ公園の「障がいの有無に関わらず、全ての子どもたちが分け隔てなく共に遊べる」

という趣旨を踏まえ、適正な公園の活用が確保できるよう努めていくとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第22号中、担当分については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、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ご報告をい

たします。 

  執行部の説明後、質疑を行い、収入は微増傾向であるが、水回りの設備は節水型となり、

市民の節水意識も高まる中、今後の水道営業の見通しは。また、以前に水道水のＰＲでペッ

トボトルを作成したが、水道水利用促進のための取組を何か考えているかに対し、給水人口

は増加しているが、節水設備の普及や節水意識の高まりにより収入は微増または横ばいであ

る一方、物価や人件費の値上がりにより支出は増加し、収支の差が開く傾向が続くが、当面

は補填財源を少しずつ充当して経営していく。 

  水道水利用促進の取組としては、ＳＤＧｓの観点からプラスチックゴミを減らそうといっ

た風潮もある中、水道部としてはペットボトルの飲料水を買って飲むのではなく、水筒など

のマイボトルを持って水道水を飲んでいただくといったことを推奨していきたい。少しずつ

であるが、生活の中で水道水がより身近なものとなるような取組をして、水道水の利用を見

直していただければと考えているとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第26号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、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いてご報告

いたします。 

  執行部の説明後、質疑を行い、水洗化率向上のための取組はに対し、現在新規の汚水管整

備を拡大している中で、下水道を接続できるようになったかたも、既に接続されたかたも増

加している。そのため、水洗化率の急激な増加は見込めない状況であるが、未接続世帯に対

しての接続勧奨通知や「ららほっとみさと」における下水道パネル展などの活動を通じて、

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等を理解していた

だくことで接続を促しているとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 
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  よって、議案第27号については原案を可決すべきものと決しました。 

  以上で全ての報告を終わります。 

 

○議長（武居弘治議員） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３７分 

 

再開 午後 ２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～議案第２７号の委員長報告に対する質疑、討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第６、これより議案第22号から議案第27号までの委員長報告に

対する質疑、討論・採決を行います。 

  初めに、委員長報告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22号から議案第27号までの委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

  討論・採決を行います。 

  議案第22号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

  原案に反対、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） 議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算について、私は日本

共産党三郷市議団を代表して、反対討論を行います。 

  政府の2020年度予算案は、コロナ禍の中で病床削減を更に推進することを前提に、診療報

酬の引下げや10月からの75歳以上の高齢者医療費負担の２倍化などに見られるように、社会

保障費の自然増2,200億円を削減する一方、軍事費を増額するなど、国民の暮らしに冷たい

予算となりました。 
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  地方財政は、地方税収の増額を見込み、2021年度水準を下回らないとうたった骨太の方針

2021年を何とかクリアした形で一般財源が確保され、住民の切実な財源は一定程度確保され

たと考えます。 

  新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、市民の暮らしに深刻に現れている中、地方自治

体が厳しい財政状況の中でも自治体本来の役割を実施するべく、住民の福祉向上のために独

自の施策を打ち出しています。特に、子育て支援施策では行田市の中学校給食の無償化、深

谷市の第２子からの未満児保育料の無償化、蕨市の高校３年生までの入院費の医療費助成な

どが提案されております。地域経済の低迷が続き、市民の暮らしが厳しさを増す中、市民の

幸福度を引上げ、安心して暮らし続けるまちづくりが求められています。 

  しかしながら、本市では市民の暮らしを応援する抜本的な独自の事業が見受けられません。

市民要望である介護保険料の引下げ、子ども医療費の無償化の拡充や学校給食の無償化、地

域経済の活性化が期待でき、費用対効果が試され済みの住宅リフォーム助成制度などに足を

踏み出すべきです。 

  三郷市では、第５次総合計画の将来都市像にある企業呼び込み型の「人にも企業にも選ば

れるまち」を推進し、北部地区区画整理事業に続くスマートインター周辺地区や三郷駅周辺

の開発事業に踏み出そうとしています。市債が前年比25.7％の増額を見込み、区画整理等の

事業者には３億6,770円とするなど、現在、北部地区の開発事業が途上であることを考えま

すと、同時並行的に事業を進めれば今後の市財政が大きく圧迫されるのではないか懸念され

ます。財政投入を再考されるべきだと指摘します。 

  歳出では、会計年度任用職員など非正規の職員数の割合が32.4％に増加し、616人を見込

んでいます。正規職員の割合を増やし、多様な住民のニーズに応えられる職員、災害などの

有事に対応できる職員集団を構築するよう要望します。 

  行政のデジタル化が取り組まれ、業務の効率化や時間短縮が進められていますが、職員に

よる検証を可能にしておくこと、ＡＩ技術などは公務労働の代替手段として導入するのでは

なく、補助手段として活用し、地方自治の本旨に基づいて必要とされる行政サービスが提供

できるよう求めます。 

  コロナ禍で国民健康保険税、介護保険税の負担が増しています。徴収業務については納税

者の実態に合ったきめ細かい相談対応を求めます。 

  消防職員の新型コロナウイルス感染症に伴う業務の困難さは増しています。職員のメンタ

ルヘルスなど、職場環境に配慮し、救急対応に万全を尽くすよう求めます。 
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  防災・減災対策では、避難所運営マニュアルによる防災訓練の実施など、住民が主体的に

行動できるような支援や防災意識を高める取組を要望いたします。また、昨年から要支援者

の名簿を作成することが義務化され、個別避難計画の策定が努力義務となりました。独り暮

らしのかたなど、特に優先度が高いかたの計画策定に取り組まれますよう求めます。 

  市内で70代の男性が還付金詐欺の被害に遭ったと報道されたように、高齢者の交通事故や

悪徳商法による被害は後を絶ちません。交通安全施設の充実はもちろんのこと、被害を未然

に防ぐための関係者による見守りや啓発活動を強化するよう要望いたします。 

  国土強靭化のための５か年加速化対策として、流域治水を強化するための水路新設事業な

どが増額になったことは評価できます。ゲリラ豪雨による内水被害などが起こらないことを

期待します。 

  地球温暖化によるＣＯ２削減は待ったなしです。ゼロカーボンシティ宣言に応えるような

事業を積極的に推進するよう要望します。 

  2021年度版中小企業白書は、売上高、経常利益とも中小企業は大企業より大幅に悪化して

いることを指摘しました。コロナ禍は中小規模事業者に大きな苦難をもたらしています。持

続化給付金並みの給付などの支援を実施するよう国に求めるべきです。 

  教育では、就学援助制度の適用範囲を拡充し、児童・生徒が安心して学習に取り組めるこ

と、競争に駆り立てる学力テストは見直すよう求め、討論といたします。 

○議長（武居弘治議員） 原案に賛成、22番、篠田正巳議員。 

〔２２番 篠田正巳議員 登壇〕 

○２２番（篠田正巳議員） 議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算について、政志会を

代表して賛成討論を行います。 

  初めに、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症が日本でも確認されてから２年

以上が経過し、オミクロン株の感染拡大により三郷市でも感染者が拡大している中で、いつ

も自己犠牲を払って新型コロナ対応の最前線で長期にわたり闘っておられる医療従事者の皆

様をはじめ、介護施設などエッセンシャルワーカーの皆様には心から感謝を申し上げます。 

  また、新型コロナに感染し、苦しんでおられる皆様には心よりお見舞いを申し上げ、一日

も早い回復をお祈り申し上げます。 

  市におきましては、市民生活の維持や地域経済の回復に向け、懸命に各種コロナ対策事業

の取組に対し、厚く御礼を申し上げるところでございます。政志会としても、これからも引

き続きコロナ対策に全力で協力するところでございます。 
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  また先日、市議会として決議いたしましたウクライナには平和で温かい春が一日も早く訪

れることを祈っております。併せて、全世界でのＬｏｖｅ＆Ｐｅａｃｅを願っております。 

  では、本題に入りますが、歳入では上程された一般会計予算は総額552億円と過去最高の

規模となり、15年連続の増額予算となりました。厳しい状況下においても、自主財源である

市民税や固定資産税である市税の増加は大型開発によるもの、宅地開発によるもの、そして

確かな人口増加によるもので、財政基盤の強化の証であり、市の発展には必要不可欠であり

ます。 

  今後も、調整区域の開発や間もなく訪れるであろう生産緑地の開発に力を注いでいただけ

ることを期待申し上げます。 

  続いて、歳出について申し上げます。 

  第５次三郷市総合計画の重点テーマに挙げられている「持続可能な拠点の形成」では、ス

マートインターチェンジのフルインター化や駒形線、新和高須線、草加三郷線などの都市計

画道路の整備は災害時の復旧活動にはなくてはならない道路として、とても重要であると感

じております。 

  また、三郷市が抱える一つの問題として水害対策があります。その対策は急務であり、治

水安全度の更なる向上、排水ポンプなどの強化や更新、そして監視設備の設置、水路しゅん

せつの事業の加速化は大いに評価するところでございます。 

  また、地域コミュニティのしっかりしている地域は災害復旧がとてもスムーズで速いとも

言われており、今回の南部地域に防災コミュニティ機能を備えた施設の整備は、これまで三

郷市が力を注いできた市内各所の拠点整備と、それらをつなぐネットワークの構築が進めら

れ、更なる防災力の強化が図られるものと確信しております。 

  次に、「多様性のある地域の確立」では、希望の郷交流センターが令和４年度にいよいよ

完成いたします。この施設は、児童館、温浴施設、交流スペースなどを設けた子どもから高

齢者まで様々な世代の交流の場として期待されるところであり、今後の事業展開により人と

人とが集い、触れ合える機会づくりの場となるよう期待しております。 

  また、市内中小企業の若者の雇用の促進を図る施策として、資格取得に係る費用の支援が

あります。そして、オリンピック・パラリンピックを契機に１月13日にＪＯＣパートナー都

市協定の締結が日本オリンピック委員会と行われました。三郷市陸上競技場の３種公認への

更新により、今後更に大きな大会の誘致なども可能になることでしょう。三郷市のオリンピ

アンである高橋萌木子さんなどの協力をいただけるものと確信をしております。 
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  「質の高い教育と切れ目のない子育て支援の強化」では、送迎保育事業の拡充や病児・病

後児保育の予約システムの導入、妊産婦支援として産婦健診費用の助成など、子育ての施策

の充実が図られています。 

  また、こども医療費、ひとり親家庭等の医療費、重度心身障がい者医療費の埼玉県全域で

の現物給付化、また保育所・幼稚園等の集団に所属していない４歳、５歳児等を対象とした

歯科健康診査、計測、相談会の実施などもあります。 

  そして、保育所の園庭遊具の木質化の取組は、温かみのある遊具での遊びを通し、子ども

たちの豊かな心を育むことにつながるものであり、安心して子育てができる環境づくりとし

て期待できるところであり、まさに人口増に伴う子育て世帯の増加を踏まえ、これからの

方々を応援しようとする三郷市の積極的な姿勢がうかがえるところであります。 

  質の高い教育では、ＧＩＧＡスクール構想の拡充もあります。英語検定試験の受験費用の

助成、そして何より「日本一の読書のまち」の推進は、結果としてはすぐには表れるもので

はないと感じております。しかし、将来必ず大きな成果が表れるものと確信をしております。 

  なぜなら、ここに藤原和博氏の「本を読む人だけが手にするもの」という本があります。

この中に、これから先の日本では身分や権力、そしてお金などによる「階級社会」ではなく、

「本を読む習慣がある人」と「そうでない人」に二分される「階級社会」がやってくるだろ

うと言われています。 

  今後、プレゼンテーション力の向上や英語スピーチコンテストのさらなる推進により、子

どもたちの成長する姿を思い浮かべるだけでわくわくするところでございます。 

  以上申し上げましたが、ほかにも魅力あふれる施策が数多くあります。今後も、時代に即

した新たな取組を積極的に進められることを期待するものであります。 

  大変長くなり恐縮ですが、昭和47年５月３日の市制施行から50年の節目を迎えます。50年

前、中学２年の時にいただいた文鎮がこれです。多感な中学時代から、ただのおやじになる

まで50年間、私を見守ってきたものであります。50年前、人口約５万人であったまちが、つ

くばエクスプレスの開通、バス路線の充実、また東京外かく環状自動車道の整備、土地区画

整理などにより、生活や企業活動の利便性が向上し、人口14万3,000人のまちへと成長を遂

げております。 

  最後になりますが、市制施行50周年を契機として、障がいの有無に関わらず、全ての子ど

もたちが分け隔てなく遊べる三郷市で初となるインクルーシブ公園は役割も大きく、相互理

解や共生社会の推進が期待されるものであります。 
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  まさに今、昨年の東京パラリンピックが掲げた「共生社会」をレガシーとして残せるかど

うか、その工夫や本気度が問われている今、だからこそ三郷市の相互理解・共生社会への取

組の本気度が伝わるものであります。 

  また、障がい者が地域で安心して暮らし、社会参加ができるよう、基幹相談支援センター

機能が整備され、障がい者支援の拡充は大いに評価できるものであります。 

  また、市制施行から50年の節目を迎え、キャッチフレーズを『私たちの未来「みさとっぽ

く、みさと色」』の下、記念式典はもとより、特別巡回ラジオ体操もＮＨＫのど自慢も、そ

して１年にわたり様々な冠が付いた記念事業が行われ、50周年を祝うものと考えます。１月

14日にラッピングバスのお披露目セレモニーがありました。 

  繰り返しになりますが、ラッピングバスには『私たちの未来「みさとっぽく、みさと色」』

とプリントされたかわいらしいバスが市内を中心に12月末まで運行される予定とのことであ

ります。 

  ご周知のとおり、３月26日テレビ東京午後９時からの「出没！アド街ック天国」の放送が

予定されています。何が取り上げられるのか、どこが取り上げられるのか、あれかな、これ

かな、楽しみです。放送終了後の反響は、きっと50周年記念事業に花を添えるものと確信を

しております。 

  よく言われることに「隣の芝生は青く見える」ということわざがありますが、この番組か

ら三郷市の再発見ができるものと思います。そして、これは「三郷のいいとこカルタ」であ

ります。ここで読み上げたいところですが、日が暮れてしまうので、ここでは読み上げませ

ん。改めて三郷市のいいところを私は再認識したところでございます。 

  十人十色という言葉があるように、24人24色をもって市制施行50周年を、あなたの色で、

あなたの色で、あなたの色で１年間、みさと色として盛り上げてまいりましょう。いま一度、

ジョンレノンの「一人で見る夢はただの夢、みんなで見る夢は現実になる」という言葉を申

し添え、本議案に賛成するものであります。 

  結びに、「継続は力なり」という言葉もあるように、木津市長におかれましては次の50年

を生きる世代にも誇れるような「ふるさと三郷 みんながほほえむまちづくり」に引き続き

邁進されることを祈念申し上げ、賛成討論といたします。 

  終わります。 

○議長（武居弘治議員） 原案に賛成、４番、宇治由紀子議員。 

〔４番 宇治由紀子議員 登壇〕 
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○４番（宇治由紀子議員） 議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算につきまして、賛成

討論を行います。 

  壮大な賛成討論の後で少々恐縮ですが、少しだけ付け加えさせていただきたいと思います。 

  現在、新型コロナウイルスワクチン接種が国の方針の下に進められており、本年度の予算

にもそのための費用が含まれています。国の進めている政策であり、国からの補助金もあり、

市として対応していくことは自然の流れですが、現状として国内ではワクチン接種の中止を

求める声も聞こえてきており、また世界に目を向けますと、アメリカ、イギリスをはじめと

して多くの国々がコロナとの共存を選択し、ワクチン接種やワクチンパスポート、マスクの

着用などの様々な規制を撤廃している状況です。 

  一方、日本ではＰＣＲ陽性を感染者として感染増加が報じられ、それを基にまん延防止措

置がなされ、経済活動がままならない状況であり、三郷市の経済状況としても決して芳しい

状況とは言えないと思います。ワクチン接種と行動規制を中心とした感染対策には限界が見

えてきており、経済活動並びに教育や社会活動を後回しにしてはならず、地域経済を活性化

していく上でも諸外国のように制限のない市民の活発な日常が早期に求められていると感じ

ます。 

  本市は、市制施行50周年という大きな節目を迎え、新年度予算には様々なイベントや開発

に向けた取組が盛り込まれており、経済の活性化に資するものと大きな期待をしております。

また、市内初、県内でも早いほうだと思いますが、障がいの有無に関わらず、誰もが楽しめ

るインクルーシブ公園の設置が計画され、地域においてＳＤＧｓの精神が少しずつ形になっ

ていくことも大変すばらしいことだと思います。 

  その他、継続的な子育て支援など、たくさんの施策が計画されており、長引くコロナ禍に

おいて市長をはじめ執行部の皆様におかれましては大変なご苦労も多いことと拝察いたしま

すが、今後の三郷市の発展並びに市民の健やかな暮らしのためにも、国の情報のみならず、

広く海外からの情報も収集をしていただき、その時々のフレキシブルな対応をお願い申し上

げて、賛成討論といたします。 

  以上です。 

○議長（武居弘治議員） 以上で、通告による討論は終わりました。 

  これにて議案第22号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第22号 令和４年度三郷市一般会計予算の各委員長報告は原案可決であります。 
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  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。 

〔起立多数〕 

○議長（武居弘治議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第22号は原案可決と決しました。 

  議案第23号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  原案に反対、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） 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。 

  国保制度の改革は平成30年に保険者努力支援制度が導入されました。医療費適正化に向け

て社会保障における分野において、加点による評価がなされ、それに応じて支援金を交付す

る仕組みに変えられてきました。現在、埼玉県では国保税の統一化が進められており、こう

いった影響が保険料の引上げにもつながってきました。 

  一般被保険者国民健康保険税から加入者数は減少傾向が見受けられる中で、急な失業や病

気に苦しむ方々も少なくありません。本会議での質疑でも明らかになったように、資格証明

書及び短期被保険者証の件数は計766件となりました。この間に取り上げられてまいりまし

たこども医療費の18歳までの引上げは課題になっております。 

  例えば、一部負担金の減免などを活用し、鹿児島県奄美市などではこの金額を助成してい

る例もございます。こうした先行的な事例もございますので、引き続き支援を求めるととも

に、反対理由として討論にいたします。 

○議長（武居弘治議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これにて議案第23号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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の委員長報告は原案可決であり

ます。 

  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。 

〔起立多数〕 

○議長（武居弘治議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第23号は原案可決と決しました。 

  議案第24号の討論を行います。 
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  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  原案に反対、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） 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、反

対討論を行います。 

  令和２年度に行われた法改正は、地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複

合化された支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町

村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体

制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の

取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずるものでありました。 

  この間、三郷市においては徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業など、先進的に取組を進め

てきたことなどは評価できるものの、まだまだ身分証などの確認に困るご高齢者などもござ

います。そういった方々が一時的に受け入れられるような施設などについては、課題も残る

ところでございます。 

  三郷市における令和４年度における介護保険第１号被保険者数の予想人数は延べで３万

9,919人分が計上され、要介護認定者は昨年度4,860件に対し、6,000件となりました。ペナ

ルティを受けた人数は20人いる状況は軽視することはできません。低所得でも心配なく、施

設利用や入所ができる体制づくりは徐々に進んできているものの、誰もが利用しやすいもの

となるように要望するとともに、支援を求め討論といたします。 

○議長（武居弘治議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これにて議案第24号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第24号 令和４年度三郷市介護保険特別会計予算の委員長報告は原案可決であります。 

  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。 

〔起立多数〕 

○議長（武居弘治議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第24号は原案可決と決しました。 

  議案第25号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  原案に反対、７番、深川智加議員。 
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〔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、日本共産党三郷市議団を代表して反対討論をいたします。 

  後期高齢者医療保険料は保険料の増額改定となっています。本会議でも明らかなように、

短期被保険者証発行の枚数は令和４年２月１日時点で28件に及び、被保険者の平均所得金額

は令和３年１月末時点で約77万5,000円です。保険料改定に伴う賦課限度額は64万円から66

万円となり影響は約300人、均等割額は４万1,700円から４万4,170円となり、影響は全被保

険者所得割率が7.96％から8.38％となり、その影響は約7,980人を見込み、保険料率改定に

よる影響金額は約１億2,700万円の増収を見込んでいます。 

  その結果、１人当たりの平均保険料額は８万1,066円の見込みとなります。公的年金が引

き下げられ、食料品や原油価格が値上がりされる中、一定以上の所得者の医療費窓口負担割

合を２割とする改悪が10月から強行されようとしています。これでは高齢者の生活は成り立

ちません。年金暮らしの高齢者に負担増を押し付けることは容認できません。県の財政安定

化基金を取り崩し、保険料を引き下げることを広域連合に要望するよう求めまして、討論を

終わります。 

○議長（武居弘治議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これにて議案第25号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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の委員長報告は原案可決であ

ります。 

  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。 

〔起立多数〕 

○議長（武居弘治議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第25号は原案可決と決しました。 

  議案第26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26号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第26号 令和４年度三郷市上水道事業特別会計予算の委員長報告は原案可決でありま

す。 
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  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26号は原案可決と決しました。 

  議案第27号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  原案に反対、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

予算について、日本共産党三郷市議団を代表して反対討論をいたします。 

  公営企業会計へ移行して２年がたとうとしています。下水道事業の施設整備及び維持更新

には膨大な費用がかかりますが、独立採算制を基本として下水道料金で費用を賄うものとい

う流れがつくられてしまいました。その結果、2020年４月から公営企業会計への移行と同時

に下水道料金が約1.4倍に引上げられてしまいました。国が主導する下で公営企業会計へ移

行せざるを得ない状況に追い込まれていたものの、消費税増税に加え、コロナ危機の経済的

影響により疲弊している市民生活に追い打ちをかけるものとなってしまいました。今もなお、

コロナ危機の長期化に加え、原油価格の高騰、食料品などの相次ぐ値上げに市民の暮らしは

逼迫しています。国や一般財源からの財政支援により、生活困窮者への減免措置を行うべき

です。 

  公共下水道事業は、衛生環境を守るため、汚水を浄化して自然に帰す役割と雨水を排水し

て市民の生命・財産を守る役割を果たしているものであり、下水道事業への国、自治体の財

政補助があってしかるべきものです。市民にとって快適な環境整備を行えるよう、国庫補助

金や一般財源からの財政援助の拡充を求めるよう強く要望し、討論を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これにて議案第27号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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委員長報告は原案可決であ

ります。 

  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。 

〔起立多数〕 
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○議長（武居弘治議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第27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 ２時４４分 

 


