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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17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。 

 

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

 

◎市政に対する一般質問 

○議長（武居弘治議員） 日程第１、これより市政に対する一般質問を行います。 

  通告により順次発言を許します。 

 

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

 

◇ 柳 瀬 勝 彦 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第１、14番、柳瀬勝彦議員。 

〔１４番 柳瀬勝彦議員 登壇〕 

○１４番（柳瀬勝彦議員） おはようございます。議長より発言のお許しをいただきましたの

で、通告書に基づきまして、ただいまより一般質問を順次始めさせていただきます。 

  冒頭に、新型コロナウイルス感染者数は三郷市でも12月は５名でしたが、１月865名、２
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月3,374名と、オミクロン株などの感染が爆発的に広がりました。新型コロナウイルス感染

症予防３回目の接種対応で、行政の皆さん、医療の最前線で頑張っていただいている方々に

感謝申し上げます。 

  それでは質問に入らせていただきます。 

  今回は、高齢者の交流問題、若年層の雇用促進、ＧＩＧＡスクール構想の現状と課題、デ

ジタル教科書の無償化についての質問をさせていただきます。 

  １問目は、市民生活問題として、高齢者の交流について伺います。 

  2018年に発表されたプロ野球福岡ソフトバンクホークスの王貞治球団会長の78歳という高

齢での結婚や、元東京都知事の猪瀬直樹氏が71歳での婚約を発表し、驚いたかたは多いので

はないでしょうか。有名人だから何歳になっても結婚できると受け止めたかたもいると思い

ます。しかし、シニアや中高年の結婚は珍しいことではなくなりつつあります。 

  厚生労働省の人口統計の調査では、50歳以上で結婚した人は2000年頃から急増しています。

シニア婚活のニーズが高まっている背景にあるのが、ひとり暮らしをする高齢者の増加です。 

  総務省の国勢調査によると、ひとり暮らしをする高齢者の数は、2015年に全国で約592万

人になりました。また、配偶者に先立たれることでバツイチならぬボツイチとなるひとり暮

らしの高齢者が増えています。1990年以降は熟年離婚も増加いたしました。 

  厚生労働省の人口統計によると、2012年に50歳以上で離婚した人は、男性で３万5,866人、

女性で２万2,747人でした。1970年からの40年間で10倍以上に増加しました。 

  ひとり暮らしをする高齢者、特に男性は社会から孤立する傾向が強くなります。65歳以上

のひとり暮らしの男性の半数は、家族を含む誰とも毎日会話をしないと言われております。

平均寿命が男女ともに80歳を超えた今、社会から孤立せずに、長い人生で新たなパートナー

を求める動きがあるのは当然と言えます。 

  配偶者と死別した後、新たなパートナーを求める意欲は男性のほうが強いようです。2016

年に、配偶者と死別し、ひとり暮らしをしている60歳から79歳までの男女1,000人を対象に

実施した調査では、同居するかは別にして、特定のパートナーを希望する人は、男性では

57.8％に達しましたが、女性は21％にとどまりました。女性は時間や価値観を共有できる友

人が多いせいか、そもそも異性の友人自体を欲しいと思う人が少ないようです。 

  続いて、シニア再婚で課題となるのが、新たなパートナーの子どもとの人間関係や相続の

問題です。入籍すると、新しいパートナーが法定相続人となるため、結婚に対して子どもた

ちから反対を受けることが多くあります。シニアの再婚後に自分の親が先に亡くなってしま
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えば、子どもには残された義理の親の介護をどうするのか、お墓をどうするのかという問題

が立ちはだかります。 

  こうしたトラブルを避けるためには、入籍前に家族を含めて話し合いをする、入籍はせず

に事実婚を選択するといった事前の対策が必要になります。 

  男女ともに平均寿命が80歳を超えた日本、長い人生を考えた際に、ひとり暮らしのシニア

が新たなパートナーを見つけることで社会とつながることは、長い老後を幸せに暮らす第一

歩になります。シニアにとって新たなパートナーの存在は、社会からの孤立防止だけでなく、

認知症などの病気の予防にもつながると考えられます。 

  厚生労働省の試算によりますと、2025年度には健康保険などが負担する医療費は54兆円に、

介護費は19兆8,000億円に増える見通しです。シニアが新たなパートナーを見つけて幸せに

暮らすことは、高騰する医療費や介護費の抑制にもつながるはずです。病気などの死別によ

り高齢者夫婦は誰しもボツイチになる可能性があります。 

  地方自治体など行政は、少子化対策として街コンなど、若者の婚活支援に費用を投じてい

ます。社会全体の課題に照らし合わせてみれば、シニア婚活支援にももっと目を向けるべき

だと考えます。 

  インターネット上でマッチングアプリなどは不安で利用できないと考えるかたが多いです。

市民が生きがいを持って健康に長生きするために、ひとり暮らしのシニアが出会う機会や交

流の場を企画して、新しいパートナーを見つけるサポートを行政として取り組むことは必要

と考えますが、福祉部長のお考えを伺います。 

  ２問目は、雇用問題として、若年層の雇用促進について伺います。 

  少子高齢化が進展する中、15歳から34歳の若年労働力の人口は減少が続き、2013年で

1,757万人、総労働力人口に占める割合は26.7％となっております。労働参加が現状のまま

であれば、2030年には1,439万人まで減少することが見込まれています。 

  若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適

職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する処置等を総合的に講ずる勤労青少年福祉法

等の一部を改正する法律が2015年９月18日に公布されました。 

  若者雇用促進の主な内容は、１番目として、職場情報の積極的な提供については、新卒段

階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労

働条件を明確に伝えることに加えて、若者雇用促進法において平均勤続年数や研修の有無及

び内容といった就労実態の職場情報も併せて提供する仕組みを創設いたしました。 
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  ２番目として、ハローワークにおける求人不受理については、ハローワークにおいて一定

の労働関係法令違反があった事務所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業

所の新卒求人を一定期間受け付けない仕組みを創設しました。 

  ３番目は、ユースエール認定制度について、若者の雇用促進法において、若者の採用、育

成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業について、厚生労働大臣がユー

スエール認定企業として認定する制度を創設いたしました。 

  就職を希望しながらも未就職のまま卒業するかたもあり、また、大学卒業者の３割、高校

卒業者の４割が、卒業後３年以内で離職している状況もあります。また、フリーターの数は

155万人前後で推移しています。 

  埼玉県では、就職活動中の若者に県内の企業のことを知ってもらうため、県内企業情報や

採用関連情報を記載した就職に役立つ埼玉企業ガイド2021を作成し、冊子版と電子版があり、

若者にアピールしています。 

  お隣の流山市では、少子化の進行、核家族の進展、地域のつながりの希薄化、待機児童問

題など様々な課題を抱える中で、次世代を担う全ての子どもが健やかに育つためには、家庭

での子育てを基本としながらも、地域社会全体で子育てを行い、家庭を支えていく施策が取

られています。 

  流山市では、市内の民間保育施設で１人でも多くの保育士に働いていただくため、様々な

支援制度を用意しています。その内容は、流山市独自の手当、正規保育士につき４万3,000

円の手当、家賃月６万7,000円の補助、正規保育士の就職奨励金30万円を支給しています。 

  行政主導で若い方々に働いてもらう環境づくりはできます。三郷市として、市内の企業を

紹介して若い世代に働いてもらう独自政策を考えて就労支援をすることは、三郷市の未来に

向けて発展に貢献できると考えますが、市民経済部長にお考えを伺います。 

  ３問目は、学校教育問題として、ＧＩＧＡスクール構想の現状と課題について伺います。 

  ＧＩＧＡスクール構想は、当初、小学校の学習指導要領の改定が始まる2020年から４年間

かけて、全国の小・中学校に対して、順次ＩＣＴ環境を整備していく計画でした。 

  しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、全国に休校措置を取らざるを得な

い状況を経験した政府は、計画の前倒しを発表、2020年度中にＧＩＧＡスクール構想の環境

整備を実施するための補正予算を組みました。 

  その結果、４年かけるはずだったＧＩＧＡスクール構想は、１年で全国98％の小・中学校

へ実施することができたという経緯です。 
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  こうして前倒しに実施されたＧＩＧＡスクール構想により、ＩＣＴ環境は整備されました

が、先生がたのＩＴリテラシー向上を支援し、ＩＣＴ活用能力を児童・生徒だけでなく、先

生がたにも身につけていくことが大切です。 

  ＩＣＴを活用すると、従来費やしていた時間が効率化され、別の時間に充てることができ

るようになります。また、将来パソコンを使用する仕事に就く子どもたちの割合もますます

増えていくことでしょう。 

  Society5.0時代を生きる子どもたちに求められているのは、様々な情報の中から自ら課題

を見つけ出し、それを解決するための情報を集め、分析し、新しい価値を生み出せる人であ

ります。これからの社会を支える子どもたちにとって、ＩＣＴ活用能力は必要不可欠な能力

と言えます。 

  今後はＩＣＴをどのように活用していくのかというＧＩＧＡスクール構想の課題と、ＩＣ

Ｔ活用で効率化された時間をどのように有意義な時間とするかを考えていく必要があると考

えます。 

  令和３年度現在では、ひとまず各学校へのネットワーク端末の整備が完了し、これから活

用、定着のフェーズに入っていく段階だと言えるでしょう。現場での取組がますます重視さ

れるようになり、各自治体や学校教員への負担が増してくるフェーズです。 

  ＧＩＧＡスクール構想下において、ＩＣＴの活用を前提とした教材やカリキュラムを用意

しなければなりません。ＧＩＧＡスクールにおける教育では、教材や考え方の選択肢が一気

に広がるのが特徴です。生徒がいかにして質の高い学びができるかを念頭に置きながら、適

切な教育方法を模索しなければなりません。 

  機器の不良や設定でのトラブルが発生した際に、技術面で適切に対応するための対策が取

られていないこともあります。スムーズな対応ができないと運用が滞ることになり、現場で

のＩＣＴ活用への勢いが衰えてしまいかねません。柔軟性と管理性、どちらも両立させるに

は専門的な知識や人材が必要不可欠です。 

  学校が今後検討していかなければならないひとつには、タブレットの更新費用の問題もあ

ります。せっかく進んだＧＩＧＡスクール構想も、費用面での問題で断念せざるを得なくな

ってしまうことは避けるべきです。 

  解決策として、個人所有の端末を学校でも使用するＢＹＯＤ、Bring Your Own Deviceの

略ですが、導入が注目されています。しかし、これを採用する場合でも、保護者に費用面で

の負担をお願いしたり、困窮家庭へのサポートを検討したり、乗り越えるべき課題がたくさ



【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 

－8－ 

んありますが、三郷市における導入の現状と課題について、学校教育部長に伺います。 

  ３問目の２として、デジタル教科書の2024年無償化について伺います。 

  ＧＩＧＡスクール構想により、児童・生徒に１人１台のコンピュータが整備されました。

活用の鍵は教科書のデジタル化にあります。しかし、デジタル教科書が普及するためには、

費用負担をはじめ、法制度や技術上の課題を解決する必要があります。ＧＩＧＡスクール構

想で端末が揃ったら、次は学習者用のデジタル教科書の波が確実に来ます。 

  ＧＩＧＡスクール構想はコロナ禍で前倒しされ、2020年度中に児童・生徒コンピュータの

整備を終えました。次に必要なのは、その上で使うソフトウエアやコンテンツ、中でも最も

重要なものは、主たる教材である教科書です。文字の拡大表示や音声読み上げ、マーキング

など、デジタルならではのメリットは多いです。 

  文部科学省がデジタル教科書の普及を進めようとしています。ただ、無料配布されるのは

紙の教科書のみで、デジタル教科書導入には新たな予算が必要になります。動画や音声の活

用にも課題が残っています。 

  学校教育法改正でデジタル教科書を使えるようになったのは昨年の４月、ただ文部科学省

の告示で、デジタル教科書を使えるのは教科ごとに授業時間数の２分の１未満という条件が

あり、今年の３月時点でデジタル教科書を導入した小学校、中学校、高校などは8.2％にと

どまっています。 

  教科書会社側は、来春には小・中学校の教科書の約95％をデジタル版を発行する見込みで

ございます。もちろんすぐにデジタルへ全面移行するのは、財源だけではなく、関係法令な

ど様々な課題があり難しいと思います。 

  そこで、文部科学省がターゲットにしているのが、次の教科書改訂時期である2024年度で

す。デジタル教科書について、2024年度、令和６年度に小学校の教科書改訂を契機とした本

格導入をするとしています。本格導入とデジタル教科書の無償化はセットで検討されている

と考えてよいと言われております。 

  仮に、学習者用のデジタル教科書が無償化されたとして、紙の教科書はどうなるのでしょ

うか。紙の代わりにデジタル教科書を用いる授業は、各教科の授業数の２分の１という制限

があります。デジタル教科書を本格導入するにはこれが障壁になるため、児童・生徒の健康

に配慮しつつも、制限は撤廃されると見られます。こうした障壁を乗り越えても、万事解決

と行かないのが学習者用デジタル教科書の難しいところでございます。 

  これ以外にも、技術的、制度的な課題が少なからずあります。例えば、インストールや保
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守に係る手間や費用、児童・生徒全員のコンピュータに１台ずつデジタル教科書のアプリや

コンテンツをインストールしていては作業量が膨大になり、学校の現場で対応するのは現実

的ではありません。 

  ２年後のことではございますが、今からいろいろと準備をしないと間に合わないと考えて

おります。現在の三郷市としてどのように考えているか、学校教育部長に伺います。 

  以上で１問目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 柳瀬勝彦議員の質問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） 柳瀬議員の１、市民生活問題の１、高齢者の交流についてにつきま

してお答えいたします。 

  我が国は少子高齢化が進展しており、高齢者人口やひとり暮らし高齢者の人口も増加して

いると認識しております。 

  高齢者が生きがいを持ち、健康で豊かな生活を送るための福祉施策は重要であると考えて

おり、高齢者が一般的に交流する場の設定やイベントにつきましては、現在も様々な事業等

を実施しているところでございます。 

  しかしながら、高齢者のパートナー探しを含む交流につきましては、柳瀬議員ご案内のと

おり、各個人の互いに求める価値観の違いやパートナー間の子どもとの人間関係や財産関係、

介護、葬儀など様々な課題を抱える要因もあることから、慎重な対応が必要と考えており、

このような交流を行政として積極的に実施することは難しい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） 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） 柳瀬議員の２、雇用問題、１、若年層の雇用促進についてお答

えいたします。 

  若年層は次の世代を担う存在であることから、安定したキャリア形成のため、採用と育成

を積極的に取り組む中小企業への支援、また、スキルアップにつながる資格取得や職場環境

の整備を図るなど、企業の取組も重要になっているものと認識しているところでございます。 

  そのような状況の中、本市では雇用に対する支援として、高校生を対象に仕事の様子を観

察し、質問することでキャリア観を育む短期職業体験プログラム「ジョブシャドウイング」



【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 

－10－ 

を実施してきたほか、市内企業の雇用機会の拡充を図るため、ハローワーク草加及び三郷市

商工会との共催により、市内企業参加の合同企業面接会を開催いたしております。 

  また、ハローワーク草加管内の三郷市、草加市、八潮市の企業、商工会、行政で組織され

る草加地区雇用対策協議会として各種就職面接会を開催するなど、関係機関との連携を進め

ているところでございます。 

  労働者人口減少の中、市内企業者においても、若者の新規採用者が不足しているとの現状

を踏まえ、令和４年度において、新たに25歳までの若者の雇用促進と市内事業者の労働者不

足を解消する取組として、営む事業に資する国家資格の取得を支援する資格取得支援補助金

を実施してまいります。 

  併せて、正社員での就職を目指している若者を支援する「埼玉わかものハローワーク」や、

ご本人やご家族だけでは解決が難しい問題を抱える若者を支援する「地域若者サポートステ

ーション」などの専門窓口を周知するなど、若年層の雇用促進に努めてまいります。 

  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） 柳瀬議員のご質問に順次お答えいたします。 

  初めに、３、学校教育問題の１、ＧＩＧＡスクール構想の現状についてでございますが、

全児童・生徒に１人１台、同一モデルのタブレットＰＣを整備したことに伴い、教育委員会

といたしましては、ＧＩＧＡスリープロジェクトにおける研修のほかに、今年度、教職員の

スキルに応じたオンライン研修を８回、また、よりよい活用を目的とした授業デザイン研修

を、各学校内で４回ずつ実施しております。そのほか、各校におけるタブレットチャレンジ

デーの位置づけなど、積極的な活用を促した結果、授業におけるＩＣＴ活用の頻度が着実に

増加しております。 

  今後は、児童・生徒のインターネットを通じたトラブルの防止や機器の適切な利用、破損

防止に向けて継続した指導を行うとともに、整備計画については国や県の動向を注視してま

いります。 

  次に、２、デジタル教科書の2024年無償化についてでございますが、現在、本市では小学

校９校、中学校４校が、デジタル教科書の教育効果や課題の解決策について実証的に検証し

ます埼玉県の事業に試験的に参加しております。 

  参加校ではタブレットＰＣで画像や動画を視聴し、画面を共有しながら話し合う活動など
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を行っております。また、音声読み上げ機能やルビ振り機能を活用することで、特別な配慮

を必要とします児童・生徒に対して高い学習効果が得られております。 

  一方で、学習内容や児童・生徒の実態によっては、紙の教科書を使った学習のほうが適し

ている場合もございます。 

  令和４年度につきましては、教科は限定されておりますが、三郷市内全小・中学校が埼玉

県の事業に参加の予定でございます。 

  今後は、従来の紙の教科書を基本としながら、デジタル教科書を目的に応じて使い分ける

ことで、児童・生徒の学びの充実につながるよう研究を重ねてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 柳瀬勝彦議員。 

〔１４番 柳瀬勝彦議員 登壇〕 

○１４番（柳瀬勝彦議員） ご担当いただいた皆様、丁寧なご答弁ありがとうございました。

幾つか再質問と要望をさせていただきます。 

  市民生活問題として、高齢者の交流について再度質問をいたします。 

  「埼玉県で恋をしよう」がキャッチフレーズの「恋たま」は、結婚を誠実に希望する独身

男女に出会いの機会を提供する埼玉県の公的な結婚支援サービスであります。民間のマッチ

ングアプリは不安ですが、公的な支援なので安心できるという声が多くあります。2018年10

月の開設から成婚190組の実績があります。このようなノウハウを生かしながら、パートナ

ー探しの支援として交流機会の創出はできないでしょうか。 

  私の身近な方々の中にも、バツイチだったり、ボツイチのかたがいらっしゃいます。結婚

はしなくてもいいけれども、パートナーとして一緒に朝のウォーキングをしたり、ゴルフを

楽しんだり、麻雀をしたり、食事をしたいと願っているかたが多くいます。 

  令和２年の国勢調査では、三郷市の65歳以上の単身者世帯数は、男性3,057世帯、女性

4,019世帯で、合計7,076世帯あります。 

  2022年２月１日現在の住民基本台帳では、50代で3,895人、60代で3,257人、70代で4,815

人など、おひとり暮らしのかたが多くいます。 

  先ほどいろいろなイベントのご説明をいただきましたが、多世代交流複合施設ができた後、

老人憩いの家やすらぎ荘などを有効利用して、これらの交流センターとして活用することは

できないでしょうか。再度、福祉部長に伺います。 

  雇用問題として、若年層の雇用促進について再度質問をいたします。 
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  労働人口が減少する中、若者が安定した雇用の中で経験を積み重ねながら職業能力を向上

させ、働きがいを持って仕事に取り組んでいくことができる社会を築くことは、全員参加型

社会の実現を図り、三郷市全体の生産性の向上を図る２つの観点からも重要であると考えま

す。若者が次世代を担うべき存在として活躍できる環境整備を図るため、若者雇用対策に総

合的かつ体系的に取り組むことが必要であります。 

  いろいろな県の対策をお示しいただきましたが、瑞沼市民センターに設置されている三郷

市ふるさとハローワークで若者の就職支援強化イベントを検討していくことも必要ではない

でしょうか。 

  これからの三郷市の将来を考えた場合、若い方々が三郷市で働き、三郷市に住んでもらう

ことがとても大切です。三郷市には開発されていない土地が多くあり、発展できる可能性が

多い市でございます。第５次三郷市総合計画において企業誘致をして雇用を生み出すことは

当然大切ですが、若年層の雇用促進につながる事項はありましたでしょうか。再度、市民経

済部長に伺います。 

  また、その他の自治体の成功事例を調査研究していただき、三郷市で実現できそうなもの

をご検討よろしくお願いいたします。こちらは要望です。 

  デジタル教科書の2024年無償化について、再度質問をいたします。 

  埼玉県ネットアドバイザースキルアップ第５回研修会が１月30日にオンラインで開催され

ました。講師は、眼科検査助手として勤務した際に、眼科の現場において眼精疲労の深刻化

を実感し、2006年に眼精疲労ケアアイクリークを開設した眼精疲労セラピストの加藤真理氏

でした。 

  講演の中で、遠視のある子どもは、遠方視力は良好なので目は良いと思われがちです。で

も、勉強や携帯電話で近くを見ることが多い子どもにとって、遠視は近くを見るときの目の

負担が大きくなるので、10代から眼精疲労の原因となります。中学生くらいからはスマート

フォンを見る時間が長くなりますから、昔より遠視の弊害は大きくなっています。 

  遠視で近くを見るのが疲れると、当然学習意欲に影響し、集中力もなくなります。学校で

ｉＰａｄが配布され、教科書が電子化される時代です。子どもの眼精疲労はますます増え、

遠視の子どもへの弊害が懸念されます。 

  大人の老眼と違い、子どもは自分で気づかないので、眼科医会の理事の立場から、学校検

診で遠視の検査をすべきだと訴えていました。また、スマホ老眼についても保護者や生徒に

周知する必要性を感じております。 
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  眼精疲労は自律神経に悪影響を及ぼし、頭痛、肩こり、集中力の低下につながり、学習能

力の低下や運動能力の低下が懸念されています。タブレット端末を見るときの正しい姿勢や

部屋の明るさ、休憩時間などは保護者に既にお知らせしていると思います。また、学校にお

いても、遠視対策ではなく近視対策として、目の体操や１日２時間の屋外活動の実施が必要

とされています。 

  ＧＩＧＡスクール構想の実施を進める中で、子どもたちのさらなる健康被害防止対策につ

いてと、教科書の電子化に伴い、子どもたちが電子教科書を使った授業は何時間を想定する

のか、方針があれば学校教育部長に再度質問をいたします。 

  最後に、障がいのあるなしにかかわらず、年齢、性別、国籍に関係なく、社会的養護が必

要な子どもたちやより多くの人たちが、生活するなら三郷市でと思っていただけるように具

体的な施策を調査研究していただき、誰一人取り残さないインクルーシブな三郷市にしてい

きたいと思います。 

  新型コロナウイルス感染症対策でお忙しい中、一般質問の対応をしていただいた関係各所

の方々にお礼を申し上げます。今回の一般質問については、各課の方々にご理解賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

  以上で２問目の質問と要望を終了いたします。 

○議長（武居弘治議員） 柳瀬勝彦議員の２問目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） 再度のご質問にお答えいたします。 

  埼玉県の公的な結婚支援サービスのような支援はできないかというご質問かと思います。 

  結婚支援につきましては、行政として積極的に支援は難しいものと考えておりますが、高

齢者のための様々な交流の必要性は、高齢者の豊かな生活の上で欠かせないものと認識して

おりますので、今後もイベントの内容や参加しやすい工夫等につきまして、他市の事例等を

参考に調査研究してまいりたいと考えております。 

  また、希望の郷交流センターができた後の老人憩いの家やすらぎ荘を利用した交流センタ

ーの活用のご質問かと思います。 

  老人憩いの家やすらぎ荘につきましては、教養の向上やレクリエーションなど心身の健康

保持を図ることを目的とした場となっておりますが、設置から約29年が経過して、建物もか

なり老朽化しており、現在、廃止を含めた検討をしているところでございます。 
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  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 柳瀬議員の再度の質問にお答えいたします。 

  第５次三郷市総合計画において、企業誘致をして雇用を生み出す中で、若年層への雇用促

進につながる事項はあるのか、かと思いますが、魅力的で活力あるまちづくりにおきまして

は、企業誘致や創業者への支援などを進めることにより、若年層を含めた雇用促進につなが

るものと考えますので、このことを踏まえまして、令和４年度には資格取得支援補助金を実

施し、企業への支援策を講じた若者の雇用促進に努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） 再度のご質問にお答えいたします。 

  ＧＩＧＡスクール構想を進める中で、子どもたちのさらなる健康被害の防止対策というこ

とと、電子化に伴いまして、その電子教科書を使った授業を何時間想定するのかという質問

かと思います。 

  まず、健康被害防止対策でございますが、児童・生徒及び保護者に対しまして、タブレッ

ト端末を活用する際に、正しい姿勢を保つことや目を適宜休ませることなど健康面に係る留

意事項を記したプリントなどを通しまして指導を継続するとともに、関係機関の協力を得な

がら繰り返し啓発を行ってまいります。 

  また、学習者用デジタル教科書を使用する授業時間につきましては、目的に応じた時間を

想定しておりまして、児童・生徒の健康面に十分配慮するよう指導してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で柳瀬勝彦議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 西 村 寿美枝 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第２、11番、西村寿美枝議員。 

〔１１番 西村寿美枝議員 登壇〕 
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○１１番（西村寿美枝議員） それでは、通告に従いまして、順次一般質問をさせていただき

ます。 

  まず初めに、１、行政問題、第三者請求に対する本人通知制度について質問いたします。 

  住民票の写しや戸籍謄本・抄本は、戸籍法、住民基本台帳法で、本人等の請求以外にも自

己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要のある者など、正当な理由があ

る者に対し、証明書を交付することができるとしています。 

  代理人が請求する場合は委任状が必要となりますが、弁護士や司法書士、行政書士などは、

委任状がなくても職務上請求書を使って、受任している業務を遂行する目的で取得すること

ができます。 

  令和３年に行政書士が目的を偽り戸籍謄本などを不正取得した事件がありました。約５年

間で全国の探偵55社から依頼を受け、計約3,500通の戸籍謄本などを不正に取得していたと

いうものです。本籍や生年月日、結婚歴、親族関係などの個人情報が、自分の知らないとこ

ろで他人に入手される危険があり、委任状についても偽造される危険性があります。こうし

たリスクは誰にでもあるのです。 

  近年多発している特殊詐欺や悪質商法、そしてストーカー犯罪などに悪用されれば、知ら

ぬ間に犯罪被害に巻き込まれることにもなりかねません。 

  三郷市では、平成22年４月に三郷市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施

要綱を定め、同年６月より本人通知制度を導入しています。 

  この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の

防止を図ることを目的として、住民票の写し等を本人の代理人または第三者に交付したとき

に、その交付した事実を、事前に登録をしたかたに対して通知するものです。 

  本人通知制度により住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に交付されたことを本人が早期に

知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早

期に事実関係を究明するきっかけとなります。 

  本人通知制度が周知され、多くの人がこの制度に参加することで、委任状偽造や身元調査

等の不正請求、不正取得の抑止につながります。 

  そこで、アとして、登録者数など現状についてお伺いします。 

  今回、本人通知制度について取り上げたのは、不正請求事件のニュースを見た市民のかた

から、三郷市では第三者請求の本人通知制度はどうなっているかというお問合せがあったこ

とがきっかけです。 
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  近年多発している特殊詐欺や悪質商法、そしてストーカー犯罪など、知らぬ間に犯罪被害

に巻き込まれることはどなたにも起こり得ることだということから、本人通知制度を多くの

かたに知っていただくため、イとして、その周知方法についてお伺いします。 

  次に、２、危機管理問題、災害レジリエンスについて質問いたします。 

  昨年10月７日の千葉県北西部を震源とした地震では、三郷市でも震度５弱を観測しました

が、令和３年は日本国内で震度５強以上の地震が６回観測されました。これは熊本地震があ

った平成28年以来の多さであり、いつ首都直下型地震が起きてもおかしくない状況でありま

す。また、地球温暖化に伴う異常気象などにより豪雨や台風、竜巻といった自然災害は激甚

化しております。こうした災害に対するレジリエンスの強化が求められております。 

  三郷市国土強靭化地域計画が令和２年10月に策定されました。計画期間は第５次三郷市総

合計画と並走する形で令和12年までとなっております。計画策定の趣旨として、平時からの

強靭なまちづくりを進めていくとしておりますが、まさに平時からという意識が大切である

と思います。 

  そこで、アとして、災害レジリエンスの強化の取り組みについてお伺いします。 

  次に、大規模停電を想定した対策について質問いたします。 

  平成30年に北海道で震度７の地震が起き、その後、北海道全域でブラックアウトが発生し

ました。地震によって複数の発電所が停止し、電力の需要に対する供給がバランスを崩し、

大停電が起きてしまったものです。 

  もしも災害が日没後に発災し、三郷市でもこのようなブラックアウトが突然起きたらどう

なるか。真っ暗な中をパニックにならずに避難所へ向かうことができるのでしょうか。 

  そこで、イとして、災害時の大規模停電を想定した取り組みについてお伺いします。 

  次に、太陽光パネル一体型ＬＥＤ街路灯について質問いたします。 

  災害時に三郷市内が突然大規模停電したらどうなるか、市民が避難所に向かうには避難路

が暗くて移動することができないことが想定されます。そうした状況でも、幹線道路の要所

要所に太陽光パネル一体型ＬＥＤ街路灯、いわゆるソーラー街路灯の照明が点灯していれば

大きな目印となり、市民が安全に避難することができるでしょう。 

  このソーラー街路灯は、脱炭素化という観点からも必要と言えますが、国の補助事業とし

て脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業が令和元年度から令和５年度まで実

施されています。この中のゼロカーボンシティにおける屋外照明のスマートライティング化、

ゼロエミッション化モデル事業、この屋外照明のゼロエミッション化として、太陽光パネル
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一体型ＬＥＤ街路灯の導入に係る計画策定事業及び設備導入事業に対して補助金を出してい

ます。 

  この補助事業は、地域のさらなるＣＯ２削減の実現を目指したものですが、令和４年度の

事業計画には「防災性の向上を実現する」という文言が新たに明記されました。 

  そこで、ウとして、こうした国の補助事業を積極的に利用して災害を見据えたまちづくり

として太陽光パネル一体型ＬＥＤ街路灯を導入することについてお伺いします。 

  以上で１問目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 西村寿美枝議員の質問に対する答弁を残して、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。 

  西村寿美枝議員の質問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） 西村議員の１、行政問題、１、第三者請求に対する本人通知制

度について、順次お答えいたします。 

  初めに、ア、登録者数など現状についてでございますが、この制度は、住民票の写しや戸

籍謄本などの不正請求または不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、

本籍の記載がある住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人または第三者に交付したとき、

その交付事実を事前に登録した本人へ通知するものでございます。 

  また、議員より先ほどお示しのあったとおり、平成22年６月に制度を開始しており、登録

状況でございますが、平成22年度末の登録者数は65人で、総人口に対し0.05％、その後、登

録者は少しずつ増加しており、平成28年度末の登録者数は1,585人で、1.14％でございまし

て、令和４年２月28日現在の登録者数は1,799人で、1.26％でございます。 

  次に、イ、登録の周知についてでございますが、「広報みさと」やホームページに掲載し

ているほか、市内公共施設に案内及び登録申込書を用意しております。特に、来庁者に分か

りやすいよう、本庁舎１階市民課窓口に「本人通知制度の登録」と大きく案内を表示してい
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るところでございます。また、市民向け人権セミナーや職員向け研修会などにおいても周知

をしております。 

  今後も様々な機会を捉え、制度の案内や登録申込書を配布するなど、関連部署と連携しな

がら登録について案内を行ってまいります。 

  続きまして、２、危機管理問題の１、災害レジリエンスについて、ウ、太陽光パネル一体

型ＬＥＤ街路灯（ソーラー街路灯）の導入について、につきましてお答えいたします。 

  2018年９月、北海道胆振東部地震で道内全域が停電するブラックアウトが生じ、住民の生

活等に大きな影響を与えた中、非常用電源の必要性が再認識されたところでございます。 

  議員ご提案の太陽光パネル一体型ＬＥＤ街路灯、いわゆるソーラー街路灯は、太陽光で発

電した電気を利用した街路灯で、災害時の照明設備のほか、携帯電話などへの充電、非常用

電源としての活用や再生可能エネルギーを身近に感じるきっかけとしても期待をされており

ます。 

  一方で、ソーラー街路灯は太陽光で発電しているため、発電量は天候に左右されてしまう

ことや、設置に当たり通常のＬＥＤ道路照明灯の数倍以上の費用が生じてしまうなどの課題

もございます。 

  本市におきましては、現在、三郷中央駅前広場に６基、半田公園及び高州一丁目ちびっこ

広場等にソーラー街路灯を設置していると伺っております。 

  避難所経路の交差点等へのソーラー街路灯設置に当たりましては、交通安全、再生可能エ

ネルギーの活用や防災対策など、様々な観点からのアプローチが考えられますので、費用対

効果や国の補助事業も踏まえ調査研究してまいります。 

  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） 私からは、２、危機管理問題の１、災害レジリエンスについての

ア、災害レジリエンスの強化の取り組みについて、及びイ、大規模停電を想定した取り組み

につきまして、関連がございますので一括してお答えいたします。 

  市では、災害発生時の被害を最小限に抑え、速やかな復旧・復興を図るため、令和２年10

月に三郷市国土強靭化地域計画を策定いたしました。 

  ４つの基本目標を定め、起きてはならない最悪の事態、リスクシナリオを設定し、そのう

ち重点項目として、「食料、飲料水、生命に関わる物資の適切な供給の停止」「災害時に活
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用する情報サービスの機能停止」「電力・ガス等のエネルギー供給機能の停止の長期化」な

どを定め、電力レジリエンスを含め、災害レジリエンスの強化の取組を推進しているところ

でございます。 

  現在、防災担当といたしましては、食料、飲料水、生活必需品、防災資機材などについて、

計画的に避難所などへの分散備蓄を進めるとともに、市民の皆様への食料、飲料水などの備

蓄の啓発を行っているところでございます。 

  また、防災行政無線を補完するための防災行政無線確認ダイヤルや防災情報架電サービス

など、防災情報伝達手段の多重化、多様化を進め、普及を図っており、各避難所においては、

非常用として照明器具の代替となる投光器などの電源としてのカセットガスボンベ式発電機、

携帯電話などに使用できる充電池の配備に加え、自動車販売事業者との災害時応援協定によ

り、避難所内で給電できる車両をお借りできることとなっております。 

  大規模停電時など、電力の早期復旧を図る取組といたしましては、昨年、東京電力パワー

グリッド株式会社と協定を締結し、停電復旧に係る応急措置の実施や停電復旧の支障となる

障害物等の除去、市民の皆様への停電情報などの周知のための方策などについて、協力関係

を築いているところでございます。 

  今後につきましては、高齢者など要配慮者に配慮した災害備蓄品の選定や、さらなる防災

情報の伝達手段、伝達方法の拡充、また、太陽光発電などの再生エネルギーの導入や非常用

電源などについても視野に入れ、災害レジリエンスの強化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） 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） 私からは、２、危機管理問題、１、災害レジリエンスに

ついて、ア、災害レジリエンスの強化の取り組みについてのうち、まちづくり推進部担当分

についてお答えいたします。 

  平成23年３月11日に発生した東日本大震災の教訓を生かし、今後、発生が懸念される大規

模災害に備えて、防災対策の充実、強化を図るため、平成25年に大規模災害からの復興に関

する法律が制定されました。 

  また、平成30年には、市町村が早期かつ的確な市街地復興の事前準備に取り組むための取

組内容や留意点を取りまとめた復興まちづくりのための事前準備ガイドラインが国から示さ

れたところでございます。 
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  本市におきましては、早期かつ的確に復興まちづくりを進めるため、令和３年９月に策定

いたしました三郷市都市計画マスタープランの全体構想を構成する部門別まちづくり方針の

ひとつとして、防災・減災まちづくりの方針を位置づけております。 

  その中で、災害レジリエンスに関わる方針として、災害を見据えたまちづくりへの取組を

示しており、この取組では、大規模災害が生じた場合に早期かつ的確な市街地復興に取り組

むために必要な復興計画の策定が速やかに行えるよう、平時において復興まちづくりへの事

前準備の取組を行うこととしております。 

  今後につきましては、復興まちづくりの目標、実施方法、進め方などを定める復興事前準

備の取組について、先進自治体の事例を調査研究し、関係部局との連携による防災・減災ま

ちづくり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） 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） それぞれにご答弁ありがとうございました。それでは要望と再

質問をさせていただきます。 

  まず、行政問題の本人通知制度ですが、様々に取り組んでくださっているとのこと、了解

をいたしました。 

  職務上請求者については、もちろん資格者は適切な使用を遵守し、二度と不正取得事件を

起こしてはならないと再発防止策も打ち出しておりますが、市としては、不正請求を防止す

るためにも本人通知制度をさらに周知させ、市民の個人情報を守る取組を進めていただけま

すようお願いいたします。こちらは要望にとどめます。 

  次に、危機管理問題について要望と再質問をいたします。 

  危機管理監には、三郷市国土強靭化地域計画と地域防災計画から、まちづくり推進部長か

らは、三郷市都市計画マスタープランからそれぞれ取組をお示しいただきました。 

  国土強靭化地域計画は令和12年まで、都市計画マスタープランは令和22年までという非常

に長い計画期間が設定されておりますが、災害はいつ起きるか分かりません。レジリエンス

強化については後回しにすることなく、早期に着手し、着実に進めていっていただきたいと

思います。 

  また、市民経済部長からはソーラー街路灯の導入についてご見解を伺いました。 

  ソーラー街路灯は、今、太陽光パネルの性能が向上しており、雨や曇りの日が続いた場合
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でも、４～５日は点灯可能な高性能なものもあるようです。そして、平時から自立した電力

創出をしているため、非常時の点検を特別に行う必要がなく、発災時における信頼性は極め

て高いと言えると思います。ソーラー街路灯の道路照明としての信頼性について疑問がある

という見解もございますが、全てソーラー街路灯にするということではなく、多様なエネル

ギーによる照明を組み合わせて設置していくことが必要であると考えます。 

  三郷市地域防災計画の中で、エネルギーの確保として、自立・分散型電源の導入促進など

エネルギーの多様化に向けた取組を推進するとあります。ソーラー街路灯は、まさに自立・

分散型電源であり、平時から利用するという点で、災害レジリエンスの強化に必要であると

思います。 

  また、前述した環境省の補助事業についてですが、先月２月８日に地球温暖化対策推進法

の改正案が閣議決定されましたけれども、環境大臣が記者会見の中で、今回の改正はこのよ

うな補助事業が今後も行われ続けるよう固定化し、根付かせるために法律の中で明記したも

のであると言っておりました。ぜひこうした機会を逃さず、前向きに進めていっていただけ

ますよう要望いたします。 

  最後に、災害レジリエンスの強化は担当部署ごとに取組を進めていっていることとは思い

ますが、市内の街路灯等については、設置している場所によって担当課が違い、大規模停電

が起きたときにどういう状態になるかという全体的な想定がなされておりません。 

  こうした縦割り行政を打破し、平時から情報を統括して取り組んでおかなければ、災害時

に司令塔として市民を守ることはできないのではないでしょうか。大規模停電というリスク

シナリオに対して市民が安全に避難できるよう、危機管理監として統括して整備を進めてい

くべきであると思いますが、この点についてご見解をお伺いします。 

  以上で終わります。 

○議長（武居弘治議員） 西村寿美枝議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  秋本寛司危機管理監。 

〔秋本寛司危機管理監 登壇〕 

○危機管理監（秋本寛司） 再度のご質問にお答えいたします。 

  ソーラー街路灯等について取りまとめをということでございますが、まず大規模停電時に

おきましては、１問目でお答えいたしましたが、電気自動車との連携を図り、早期復旧に取

り組むこととしてございます。しかしながら、復旧までには一定の時間を要することも想定

されますことから、地域における避難所までの誘導の明かりが確保できるということは、安
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全な避難につながるものと考えているところでございます。 

  議員からもありましたが、屋外の明かりといたしましては、街路灯や道路照明灯、例えば

公園の照明ですとか、様々なものがございます。これらにソーラー式を導入するということ

につきましては、避難所までの安全確保には効果的であると思っております。 

  防災担当といたしましては、先ほど市民経済部長からも課題もあるということもございま

すので、全庁的なことも含めまして連携して調査研究し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） 以上で西村寿美枝議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 深 川 智 加 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第３、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） それでは一般質問を行います。 

  １項目め、後期高齢者医療、１、窓口２割負担中止を。 

  政府は、75歳以上の一定以上の所得者の医療費窓口負担を２割とする改悪を10月から強行

しようとしています。新年度から保険料率が改定し、値上げが行われる中、２割化の対象と

なる被保険者は二重の負担を強いられます。経済的事情による受診抑制を拡大することにつ

ながるため、医療関係者をはじめ、国民の多くが反対の声を上げています。 

  本議会の質疑では、平均所得金額が2021年１月末時点で１人当たり77万5,000円であるこ

とが明らかになりました。ただでさえ年金が下がり、食料品などの物価が上昇する中、これ

では高齢者の生活は成り立ちません。高齢者の医療を受ける権利を守るために、三郷市の首

長として窓口負担の２割化を中止するよう国へ求めるべきですが、市長の考えをお答えくだ

さい。また、２割化による影響も伺います。 

  次に、２、コロナ減免や傷病手当金についてお尋ねします。 

  第７波も想定される中、コロナ減免や傷病手当金などの公的支援制度を来年度も実施すべ

きだと考えますが、見解を伺いたいと思います。併せて、利用状況についてお聞かせくださ 

い。 

  続きまして、２項目め、住居確保給付金についてお尋ねします。 



【速報版】校正前の原稿のため正式な会議録ではありません 

－23－ 

  住居確保給付金は、生活困窮者に期限付で家賃を補助する制度です。主に離職者が対象で

したが、コロナ禍の緊急策として利用条件を緩和し、休業などで減収した人も使えるように

なりました。コロナ禍で利用者が全国的に激増しましたが、三郷市の実態についてどのよう

か伺いたいと思います。 

  次に、周知方法についてですが、市の作成した案内を拝見しますと、例えば単身世帯の場

合、収入基準額が月額８万1,000円以下でないと利用できないのかなと思わせるような表示

になっています。12万4,000円まで対象となっているはずかと思います。収入金額が高くな

るほど支給額が減額される仕組みではありますが、困っている人が申請を諦めることのない

よう、周知方法について改善をしていただきたいと思いますが、この点いかがお考えでしょ

うか。見解を伺います。 

  続きまして、３項目め、地域経済活性化について、１、住宅リフォーム費用補助制度につ

いてお尋ねします。 

  個人の住宅のリフォーム、修繕や改善を行う際に、地元の建設業者に発注するという条件

で地方自治体がこのリフォーム費用に一定の補助を行う住宅リフォーム費用補助制度は、地

域内でお金が循環するため、経済対策として多くの自治体で取り組まれています。 

  新型コロナウイルス感染症が蔓延し、国や県が新しい生活様式を推奨する中、住宅の一部

をリフォームすることを希望するかたが多くいます。再び注目されている制度ですが、何点

か一括してお聞きします。 

  ア、利用状況は、イ、経済効果についてはどのようか、ウ、耐震改修に係らないリフォー

ム工事も対象にすべきです。市長の見解を伺います。 

  続きまして、４項目め、子育て支援、子ども医療費助成制度についてお尋ねします。 

  子ども医療助成制度は、子育て世代に大変喜ばれている制度だと思いますが、本市の対象

年齢は中学校卒業までとなっています。高校生になると同時に支援が途切れてしまうことは、

まだまだ教育費にお金がかかる時期なのに子育て支援に逆行していると思います。 

  アとして、高校３年生まで対象を拡充するよう求めますが、市長の見解をお答えください。 

  併せて、他自治体の状況、入・通院別の予算見込額はどのようか、お示しください。 

  次に、２、就学援助制度についてお尋ねします。 

  就学援助制度は、子どもたちが安心して学校生活を送れるように、小・中学校の子どもが

いるご家庭に学用品費や学校給食費などを市町村が援助する制度です。コロナ禍で少なくな

い親が減収となる中、就学援助制度が果たすべき役割は極めて大きいものですが、現状を伺
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いたいと思います。コロナ禍前の状況も併せてお願いします。 

  次に、コロナ禍の中、ＧＩＧＡスクールが始まりました。インターネットを利用した家庭

学習が可能となっていますが、こうした変化に対応し、オンライン学習通信費の援助を行っ

てほしいと思います。見解を伺います。 

  最後に、５項目め、交通安全について、１、市道0209号線の大型車両の通行について。 

  さつき平一丁目、二丁目の間の中央通りになります。道路の南北に、三郷市と吉川警察署

の名前が下のほうに書かれた看板が立っています。文言は南北で若干違いますが、「住宅街

につき、大型車両の通り抜けはご遠慮ください」という内容です。しかし、近隣大型商業施

設のトレーラーなどをはじめ、大型車両が通り抜ける姿がしばしば見受けられます。 

  また、現在、近隣地域では大型開発工事が行われていますが、完成すれば周辺道路を通行

する大型車両がさらに増加することが予想されます。 

  交通の流れがどうなるのか、現段階では分かりませんが、バスや消防車両など住民の生活

に欠かせない大型車両を除き、大型車両の通り抜けを規制し、安全対策を取っていただきた

いと思います。見解を伺いまして、１回目の質問を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の質問に対する答弁を求めます。 

  木津雅晟市長。 

〔木津雅晟市長 登壇〕 

○市長（木津雅晟） 深川議員のご質問にお答えいたします。 

  １、後期高齢者医療の１、窓口２割負担の中止をの総論についてお答えし、詳細について

は担当部長をして答弁いたさせます。 

  後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しにつきましては、団塊の世代が今年から75歳を迎

え、医療費の増加が見込まれる中、高齢者を支える現役世代の負担の急増が見込まれること

について、全世代型社会保障検討会議等で議論が重ねられてきました。 

  現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築すること

を目的に、令和３年６月11日に公布された全世代対応型の社会保障制度を構築するための健

康保険法等の一部を改正する法律において、後期高齢者被保険者のうち一定所得以上のかた

の２割負担が決定されました。 

  この２割化への動きにつきましては、保険者である埼玉県後期高齢者医療広域連合におき

ましては、全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じて、令和３年秋の国への要望活動の中

で、窓口負担割合の見直しに関しては被保険者や医療機関に混乱が生じることのないよう十
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分に配慮するとともに、引き続き、保険者である広域連合の意見を尊重しながら、円滑な制

度開始に向けた検討を進めることと要望されております。 

  市といたしましても、安定した後期高齢者医療制度運営を図るため、今後も国や広域連合

の動向を注視してまいります。 

  次に、３の地域経済活性化の１、住宅リフォーム費用補助制度についてのウ、耐震改修に

係らないリフォーム工事も対象にについてお答えし、他につきましては担当部長をして答弁

いたさせます。 

  住宅リフォームの助成制度につきましては、現在、本市におきまして耐震改修工事に付随

するリフォーム補助事業を実施しているところでございます。 

  住宅リフォーム助成により市内経済の活性化に一定の効果があることは存じておりますが、

市内には依然として耐震基準を満たしていない住宅が数多く存在しております。 

  地震による住宅の倒壊被害から市民の生命、身体及び財産を保護し、被害を軽減させるた

めにも、住宅の耐震化は優先すべき施策であると考えております。 

  今後も耐震化を推進するため補助率の引上げを検討し、引き続き、耐震改修工事に付随す

るリフォーム助成事業を実施してまいります。 

  次に、４、子育て支援の１、子ども医療費助成制度についてのア、高校３年生まで対象へ

について。 

  小学校就学前の乳幼児の医療費については、埼玉県の補助対象となっておりますが、本市

では、保護者の経済的負担の軽減を目的に、近隣市に先駆けて、平成22年10月診療分から入

院、通院の両方を中学校終了前までに年齢を拡大し、全て市が負担し、支援しているところ

でございます。 

  県内自治体の実施状況でございますが、高校３年生までを対象としているのは、令和３年

10月１日現在、埼玉県内63市町村中、入院は32市町村、通院は26市町村となっております。 

  子ども医療費の助成対象を高校３年生までとした場合でございますが、入院分が約1,000

万円、通院分が約8,000万円で、合計で約9,000万円の医療費の助成額が増加するものと見込

まれます。 

  なお、子ども医療費につきましては、令和４年10月診療分から医療機関等での窓口負担が

不要になる現物給付の対象医療機関等を三郷市内から埼玉県内全域に拡大し、支援を強化す

るとのことでございます。 

  子ども医療費助成制度を高校３年生まで対象へとのことでございますが、国による子ども
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の医療制度の構築や埼玉県の市町村に対する未就学児までとなっている補助対象の拡充につ

いて、引き続き国・県に要望するとともに、医療費支給状況の推移、他の子育て支援策との

整合性、また、近隣市町の動向などを考慮し、総合的に判断してまいります。 

○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） 深川議員の１、後期高齢者医療のご質問に順次お答えいた

します。 

  初めに、１、窓口２割負担の中止をについてでございますが、一定以上の所得のある後期

高齢者のかたの窓口２割負担の導入につきましては、市長答弁のとおりでございますが、令

和４年10月１日から施行するに当たり、現在、国においてコールセンターを設置するなど、

２割負担についての周知が図られているところでございます。 

  また、２割負担となることで長期にわたり医療機関を受診されているかたの負担増を抑制

するため、施行後３年間は、外来の１月分の負担増について最大3,000円を上限とする配慮

措置が設けられます。 

  今回の改正による影響は、被保険者全体のおおよそ20％と厚生労働省では試算しておりま

すが、令和３年７月時点の広域連合の試算では、本市の被保険者中、約19％に当たる3,600

人ほどのかたが対象になる見込みです。制度開始に向けて、市といたしましても周知に努め

てまいります。 

  次に、２、コロナ減免や傷病手当金についてお答えいたします。 

  新型コロナウイルス感染症罹患のため収入が減少した場合の保険料減免や傷病手当金につ

いては、市で申請を受け付け、広域連合にて決定しております。 

  本市の保険料減免の実績でございますが、令和元年度分は７件、10万4,840円、令和２年

度分は８件、84万8,200円、令和３年度分は５件、21万7,300円となっております。また、傷

病手当金は、令和３年度１件、３万5,421円となっております。 

  次年度以降の保険料減免についての通知につきましては、現在のところございませんが、

傷病手当金については令和４年６月末日まで延長するための準備を広域連合において進めて

いるとのことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 妹尾安浩福祉部長。 

〔妹尾安浩福祉部長 登壇〕 



【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 

－27－ 

○福祉部長（妹尾安浩） 深川議員のご質問に順次お答えいたします。 

  ２、住居確保給付金の１、実態はどのようかでございますが、住居確保給付金は、生活困

窮者自立支援制度が始まった平成27年度から開始した給付金制度であり、主に退職または自

営業の廃止など、離職してから２年以内であるかたで住居を失うおそれがあるかたに対し、

家賃相当額を支給する制度でございました。 

  しかしながら、令和２年度から新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を受け、休

業等により収入が減少し、離職などと同等の状況に至った場合も支給対象となったところで

ございます。 

  今年度の住居確保給付金の支給実績につきましては、令和４年１月末現在で支給世帯数99

世帯、支給件数459件、支給総額2,171万9,100円となっております。 

  コロナ禍の影響による支給状況の変化につきましては、コロナ禍前の令和元年度において

は、支給世帯数３世帯、支給件数９件、支給総額43万6,200円でございましたが、コロナ禍

となった令和２年度では、令和元年度に比べて支給世帯数は52.6倍の158世帯、支給件数は

89倍の801件、支給総額は86.9倍の3,793万745円となってございます。 

  次に、２、周知方法についてでございますが、ふくし総合相談窓口において、生活に関す

る相談をお受けする際に、相談状況に応じて制度内容を紹介するとともに、住居確保給付金

の制度内容や給付金の支給要件などについて市のホームページにも掲載しております。 

  また、併せて、給付金支給延長などの対象者につきましては、面談や電話などでの相談を

通じまして、必要性を確認しながら対象者に個別にご案内をしております。 

  ホームページにおける説明内容につきまして、相談者から分かりづらいというご意見もい

ただいておりますので、分かりやすさを考慮した説明内容となるよう見直しをしてまいりま

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） 深川議員の３、地域経済活性化、１、住宅リフォーム費用補助

制度についてのア、利用状況は、イ、経済効果について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。 

  耐震改修工事に付随するリフォーム補助事業の実績といたしまして、今年度を含めた直近

３年間の実績を申し上げますと、令和元年度が申請４件、補助額65万8,000円、リフォーム
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に要した工事費が955万9,382円、令和２年度は申請３件、補助額48万5,000円、工事費が897

万3,239円、令和３年度は申請４件、補助額80万円、工事費が4,021万3,750円となっており

ます。 

  国の経済波及効果の計算による令和３年度の経済波及効果は、リフォームに要した工事費

4,021万円に対し、およそ7,300万円の効果が見込まれると考えられます。 

  続きまして、５、交通安全の１、市道0209号線の大型車両の通行についてお答えいたしま

す。 

  議員ご指摘の市道0209号線は、県道草加流山線と市道0207号線に挟まれた、さつき平一丁

目と二丁目を縦断している路線であり、吉川警察署に市道0209号線周辺の交通規制状況を確

認しましたところ、市道0209号線に加え、それぞれ１本、東西にある市道1820号線、1808号

線におきましても、大型自動車等に関する交通規制は設けておりませんでした。 

  市といたしましては、大型自動車等の侵入対策として、市道0209号線等への侵入口に、議

員からもお示しがあった「住宅街につき、大型車の通り抜けご遠慮ください」等の看板を設

置し、注意喚起を図っているところでございます。 

  今後、市道0209号線等を通過する大型自動車等の状況に応じて、吉川警察署に相談するな

ど対応を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） 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） 深川議員のご質問に順次お答えいたします。 

  初めに、４、子育て支援、２、就学援助制度についてのア、現状はでございますが、コロ

ナ禍前の令和元年度就学援助費の当初認定者数は、小学校で要保護児童84名、準要保護児童

488名で、認定率は要保護1.1％、準要保護6.8％でございます。中学校では要保護生徒54名、

準要保護生徒280名で、認定率は要保護1.7％、準要保護8.8％でございます。 

  また、コロナ禍における令和３年度の当初認定者数でございますが、小学校で要保護児童

79名、準要保護児童494名で、認定率は要保護1.0％、準要保護6.8％でございます。中学校

では、要保護生徒49名、準要保護生徒293名、認定率は要保護1.4％、準要保護8.7％でござ

います。 

  次に、イ、オンライン学習通信費の援助をについてでございますが、令和４年度の国の要

保護児童生徒援助費補助金として、オンライン学習通信費に対しては１万4,000円を設定し
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ているところです。 

  試算として、この金額を準要保護の児童・生徒のおおよその世帯数で適用いたしますと、

約840万円の予算を要することとなります。このことから準要保護児童・生徒への適用につ

きましては、慎重に検討していくことが必要と考えております。 

  今後につきましては、学習に係る家庭の通信環境等の状況を把握するよう努め、近隣市町

の支援状況等を含めて調査研究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） 深川智加議員の２問目の質問を残して、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５１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。 

  深川智加議員。 

〔７番 深川智加議員 登壇〕 

○７番（深川智加議員） それでは再質問を行います。 

  まず最初に、75歳以上の一定以上の所得者の医療費窓口負担２割化について質問をいたし

ます。 

  先ほど市長の答弁の中に、全世代型社会保障という言葉がありました。現役世代の負担も

軽減すると、そういうことをおっしゃっていたと思うのですが、現役世代の負担軽減につい

ては１人当たり年間わずか350円、月に換算すると30円の負担軽減にしかなりません。 

  答弁の中で、２割化の影響を受けるかたが本市には19％、3,600人くらいを見込んでいる

とおっしゃっていました。これだけのかたが来年度、保険料が増額改定され、窓口負担が２

割化になり、二重の負担を強いられるわけです。ぜひ高齢者が安心して医療機関に受診でき

るよう、首長として国に２割化の中止を求めていただきたいと思います。 

  先ほど保険者である県の広域連合を通じて２割化の見直しについて混乱を生じないよう配

慮などを要望されております。こういったことをおっしゃっておりましたけれども、さらに

先ほども言いましたけれども、国に対してコロナで医療現場が逼迫しているときにこんな逆

行するようなことを強行していいのかと、ぜひ２割化の中止を強く求めていただきたいと私
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は思います。これについて答弁を求めます。 

  次に、同じく後期高齢者医療のコロナ減免については、先ほど傷病手当金については援助

の方向で進めているとのことでした。減免については先行きが見えない、そういう現状なわ

けですけれども、こちらのほうもぜひ高齢者のかたが安心して医療を受けられるよう、県や

国に対して来年度も減免を行うよう要望していただきたいと思います。この点は要望で結構

なのですけれども、傷病手当金について質問させていただきます。 

  令和３年度、利用件数が１件ということでした。確かに75歳以上ということで、多くのか

たが働いていない、そういう状況もありますし、周知も広がっていないのではないかという

疑問も湧き上がってきたわけですけれども、年金は減り、物価が上昇し、働かざるを得ない

人たちも増えているのが事実です。 

  感染症拡大防止の観点からも、ぜひ一人親方などの個人事業主も傷病手当金対象となるよ

う、安心して休める環境をつくるよう、こちらのほうを県や国に要望していただきたいと思

いますが、答弁を求めます。 

  次に、住居確保給付金についてお尋ねします。 

  数字をお聞きしてメモが間に合わなかったのですけれども、コロナ禍前に比べて52倍とい

う数字が聞こえました。52倍、すごい数字なわけなのですけれども、これに見合うような人

員増などどうなっているのでしょうか。職員体制についてお伺いいたします。 

  先ほどのホームページの件では分かりやすく見直していただけるという答弁をいただきま

した。ぜひそちらのほう、困った人が取り残されることがないよう再度要望します。ここは

要望で構いません。 

  次に、住宅リフォーム費用補助制度についてお尋ねします。 

  利用状況は数件ということでとても少なかったわけですけれども、その経済効果は試され

済みであるということが改めて明らかになりました。耐震化が優先ということを答弁でおっ

しゃっていましたけれども、耐震はやらなくていいと私たちは一言も言っていないわけです。

耐震も含めて、同時に市内業者の発展のためにも、経済効果が明らかになりました。コロナ

禍で市内経済が今大変です。耐震を含め、ぜひ耐震と同時でない住宅リフォームも同時に拡

充していく必要があると思います。この点について再度市長にお伺いいたします。 

  それと、耐震と同時のリフォーム工事ということで、耐震の工事というのはやはり特別な

技術などを伴う工事なのかなと素人ながら思うわけですけれども、そういったこともあって

市内業者を限定していないわけですね。市内ということで、耐震は仕方ないけれども、耐震
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を伴わない住宅リフォーム工事については市内業者に限定して、ぜひ経済効果、地域活性化

をしていただきたいと強く願います。 

  先ほど利用件数をお伺いしましたが、市内業者の割合についてお聞きしたいと思います。 

  あと、他自治体の状況ですね。近隣の自治体で構いませんので、住宅リフォーム費用助成

制度について他自治体の状況をお伺いしたいと思います。 

  次に、子ども医療費助成制度について。 

  高校３年生まで対象とすることは、国や県のほうで対象の拡大を要望すると、そういう答

弁だったかと思います。この間、コロナ禍で子育て世帯に10万円の給付などがありました。

しかしそれは１回切りです。子育て世帯、大変な世帯が安心して子どもを育てられる環境を

作るためにも、国や県を動かすためにも、ぜひ本市が率先して高校卒業まで子ども医療費無

料の対象拡大をしていただきたいと思います。 

  蕨市、そして飯能市も今後そうした拡大を行うと伺っておりますが、蕨市は、入院の部分

から18歳まで対象を拡大していくというわけですけれども、本市も最終的には入・通院、そ

れぞれ高校卒業まで対象にすべきですけれども、せめて入院分を行うべきではないか、この

ように思います。これについて市長にお答えいただきたいと思います。 

  次に、就学援助制度について。 

  オンライン学習通信費の援助を行ってほしいという私の質問だったんですけれども、国の

ところで要保護の生徒には１万4,000円の援助があると、そういう答弁だったかと思います。 

  ＧＩＧＡスクール構想というのは、何も子どもたちからやってというわけではなく、国が

そういう制度で進めていったわけなので、そこを市費負担にならぬよう、こうした低所得世

帯の就学援助の中でオンライン学習通信費もぜひ援助を行っていただきたいと思います。 

  試算では840万円程度ということでした。慎重に検討を考えているということでしたが、

ぜひ市長にも前向きに検討していただいて、子育て世帯を応援していただきたいと思います。

これは要望にとどめます。 

  最後に、交通安全について。 

  先ほど申し上げた「大型車両の通行はご遠慮ください」という看板は、いつ設置されたの

か不明ですが、かなり老朽化しており、気づきにくいものとなっています。東西の道路にあ

るそれぞれの看板も同じような状況です。こちらのほうも含めて、ドライバーから見て一目

で分かるような新しい看板に交換してほしいと思いますが、見解を伺いまして、２回目の質

問を終わらせていただきます。 
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○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  木津雅晟市長。 

〔木津雅晟市長 登壇〕 

○市長（木津雅晟） 再度の質問にお答えいたします。 

  後期高齢者医療について、窓口負担２割化について、再度市としての見解とのお尋ねでご

ざいますが、高齢者を取り巻く環境を踏まえながら、安心して必要な医療を受けられるよう、

今後も国や広域連合の動向を注視してまいります。 

  次に、住宅リフォームのみの補助を実施してほしいとのことでございますが、市内には依

然として耐震性を有しない住宅が数多く存在しておりますことから、住宅の耐震改修の促進

を優先して推進してまいります。 

  子育て支援についてでございますが、高校生の入・通院分について、入院分だけでも拡充

できないかということでございますが、引き続き、近隣の市町の動向を注視してまいります。 

○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） 深川議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  後期高齢者医療の傷病手当金につきまして、現在の被用者だけではなく、個人事業主に対

しても傷病手当金の支給について国や県への要望をとの再度のご質問でございます。 

  傷病手当金の支給の拡大ということにつきましては、保険者である埼玉県後期高齢者広域

連合が決定するものとなりますが、国の財政支援の対象外となり、拡大に要する経費を保険

料で賄うことになるため、対象者の拡大につきましては困難であると考えております。 

  引き続き国や県の動向を注視してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 再度のご質問にお答えいたします。 

  住居確保給付金の事務に係る職員数についてのご質問かと思います。 

  こちらの担当の事務の職員の人数につきましては、担当窓口でありますふくし総合相談室

においては、室長を含めまして７名の相談員で相談等に対応しております。また、状況に応

じて課内や部内での応援ができる体制を取っております。 

  職員増につきましては、今後の申請、支給の状況等、また応援等の状況を踏まえまして、
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必要に応じて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） 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） 深川議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  初めに、住宅リフォームの近隣市の補助関係の状況でございますが、八潮市におかれまし

ては上限を10万円、吉川市におかれましては同じく上限10万円、草加市におかれましても上

限10万円、越谷市も上限10万円でございます。 

  次に、市内事業の利用状況についてでございますが、割合でございますが、直近３年間の

実績では11件中５件で、利用率は約５割といったことになってございます。 

  そして、大型車両の通行規制についての老朽化した看板について、新しい看板等に取り替

えていただけるかという話だったかと思います。まず現場の確認を行いまして、必要に応じ

て順次対応していきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で深川智加議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 宇 治 由紀子 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第４、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、通告に従いまして、２つのテーマ、１、新型コロナワ

クチン、２、健康問題につきまして質問をいたします。 

  まず初めに、１、新型コロナワクチン、１、５歳から11歳の新型コロナウイルスワクチン

接種について、スポーツ健康部長にお伺いいたします。 

  昨年よりスタートしました新型コロナウイルス感染予防のための新たに開発された遺伝子

ワクチンについて、当初より専門家の間でもその安全性と有効性について大きく意見が分か

れていましたが、新型コロナウイルス感染症を収束させるために国民の７割から８割の接種

が必要として、未成年も含む12歳以上に対し積極的なワクチン接種が推進されてきました。 

  その結果、日本ではおよそ８割、高齢者では９割の２回接種が完了しましたが、その後、
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接種者にも感染者が出る状況となり、感染の波は収まらず、ワクチンの効果は半年ほどであ

ったことから、３回目の接種となり、そしてさらに今、４回目の接種の計画がなされている

状況です。 

  一方で、厚生労働省が取りまとめている副反応報告については、今年２月の報告で、接種

後の死亡例が1,400例を超え、重篤な副反応は6,000件を超えています。 

  その中で、特に若い世代に多いとされる心筋炎、これは心臓の筋肉に炎症が起きるもので

すが、軽症のものから、不整脈や心不全を発症し、ともすると命にも関わる軽視できない疾

患です。 

  この心筋炎につきまして、新型コロナウイルス感染による発症は４人と報告されておりま

すが、ワクチン接種後では712件の心筋炎が報告されています。全て因果関係は不明とのこ

とですが、過去のワクチンには例を見ない状況と言えます。 

  このような中、この２月末より５歳から11歳の子どもを対象とした接種が国の特例承認の

下進められています。しかし、健康な子どもは感染してもめったに死なない、重症化は少な

い、ワクチンのリスクに対して利益が少ないのではないかとして、様々な場所で議論がなさ

れています。 

  ちなみに、アメリカでオミクロンが主流となってからの５歳から11歳を対象とした調査で

は、ワクチンの感染予防効果は２割程度、６歳から７歳においては１か月後には有効性が

５％に低下すると報告されています。 

  その一方で、副反応の調査では、発熱や痛みなどのほかに「日常生活に支障を来す」

7.4％、「学校へ行けない」が10.9％という結果でした。10人に１人、あるいは100人に11人

程度が学校に行けなくなるということです。今のは期間は不明です。また、このワクチンは

現在まだ臨床試験中であり、安全性と効果が保証されたものではありません。 

  よって、これらの総合的な見地から、健康な子どもへのワクチンを推奨しないとする国も

実は多く、日本でも各地の医師有志の会や医療従事者、議員、企業などの団体から子どもの

ワクチン接種の中止を求める声が上がってきております。 

  三郷市のホームページには「ワクチン接種は強制ではありません」と明記されていますが、

お子さんのいる親御さんの声を伺いますと、「不安なので子どもにはまだ打たせたくないが、

接種券が送られてきたら受けるのが正当で、接種しないことはいけないことのように感じま

す」や、「接種しても感染は防げないのに、何となく肩身が狭い」といった声が聞かれまし

た。受けない選択も受ける選択と同等にあるべきと思います。 
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  長引くコロナ禍で様々な混乱の中、対応されている職員の皆様のご苦労はいかほどかとお

察しいたします。ただし、子どものワクチン接種については、心筋炎のリスクなども丁寧に

説明し、より一層慎重に行うべきものと考えます。 

  また、接種後の副反応への対応も成人とは異なると聞きますので、小児医療に詳しい医師

や看護師がいる施設にて実施されることが望ましいと思いますが、現在の三郷市としての対

応状況について、対象の子どもの数、接種券の発送状況や接種箇所、接種の数、また、市民

からのお問合せの状況なども含めて現状をお答えください。 

  次に、健康問題です。 

  １、長引く感染対策下における高齢者の健康および子どもの健康の保持・促進への取り組

みについて。 

  新型コロナウイルスの発生から２年が過ぎ、この間、感染予防から引きこもりの生活を余

儀なくされています。その結果、高齢者においては、特に認知症やフレイルの発症や進行が

危惧されています。 

  三郷市では、これまで認知症やフレイル対策に様々な取組を行ってこられたことは、広報

紙やホームページからもうかがえますが、新型コロナウイルス感染症で中止になったり開催

が難しくなったものもあったと思われます。また、このコロナ禍において子どもたちの心身

の健康など、新たな健康問題も懸念されています。 

  そこで、以下の２点についてお伺いします。 

  ア、高齢者の健康、とくに認知症予防、フレイル予防について。イ、子どもの健康、体力

面およびメンタルヘルス等について。それぞれこの２年に及ぶコロナ禍の影響はどのようか、

アの高齢者について福祉部長に、イの子どもについて学校教育部長にお伺いいたします。 

  また、対策として、これまでの取組が難しくなったものや継続できているものなどの現状

と、今後の計画、展望などがありましたら、それぞれお聞かせいただきたくお願いいたしま

す。 

  なお、子どもの健康について、１点、学校の校庭で体育の時間に子どもたちがマスクをし

ているのを見かけます。感染リスクが少ない屋外で、運動時のマスクは酸素不足になるなど

健康によくないのではないかと思われますが、この点もどのような状況かお答えください。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 宇治由紀子議員の質問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） 宇治議員の１、新型コロナワクチンの１、５歳から11歳の

新型コロナウイルスワクチン接種についてのご質問にお答えいたします。 

  国では、新型コロナ感染者全体に占める小児の割合の増加とともに、中等症や重症例が確

認されていることから、現時点での科学的知見として、デルタ株などに対し抗体価の上昇や

発症予防効果が確認され、安全性に重大な懸念が認められないとの見解の下、令和４年２月、

予防接種法上の特例臨時接種に位置づけ、５歳から11歳のかたのワクチン接種を３月から開

始することといたしました。 

  現在、国内における新型コロナウイルス感染者全体に占める小児の割合の増加により、特

に基礎疾患を有する小児の重症化リスクが高いことに鑑みますと、ワクチン接種を受けるこ

とができる機会の確保は必要であると考えております。 

  このようなことから、本市におきましては、小児においても12歳以上のかたと同様に接種

部位の痛みや倦怠感、発熱などの症状が確認されることや、心理的配慮が必要であることか

ら、三郷市医師会と協議し、接種の方法は集団ではなく、かかりつけなどの小児科医療機関

での個別による接種といたしたところでございます。 

  議員からご質問がございました本市の小児接種の対象者は約9,000人で、接種は現在９か

所の医療機関を予定しております。 

  接種券は２月末より11歳の学年から発送を始め、１学年ごとに順次繰り下げ、今週は９歳

の学年に発送しておりますが、基礎疾患があるなど、早期の接種を希望するかたには早期発

送を行っているところです。 

  なお、保護者のかたに接種の効果と副反応のリスクについての正しい知識を持っていただ

くとともに、接種を検討する際の資料として、接種券にはワクチンの効果や接種後の症状な

どを記載したリーフレットを同封してございます。 

  接種状況でございますが、ワクチン接種記録システムへの記録が現時点におきましては反

映されておりませんが、ワクチンは３月２日から医療機関に配送を開始いたしてございます。 

  小児接種に関する市民からの問合せとしましては、基礎疾患のあるお子様の保護者などか

ら接種券の早期送付を希望するものがございました。 

  今後も小児ワクチンの接種につきましては、安全性や副反応などについて市民に分かりや

すい情報提供に努めるとともに、引き続き医師会と連携し、小児ワクチン接種の安全かつ慎

重な実施に努めてまいります。 
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  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 宇治議員のご質問にお答えいたします。 

  私からは、２、健康問題の１、長引く感染対策下における高齢者の健康および子どもの健

康の保持・促進への取り組みについてのア、高齢者の健康、とくに認知症予防、フレイル予

防についてお答えいたします。 

  令和元年末から続く新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、本市でも老人福祉セ

ンターの利用制限、各種高齢者向け事業については、中止、延期、人数制限などを実施せざ

るを得ない状況となりました。 

  宇治議員ご指摘のとおり、高齢者の外出の自粛による影響としましては、認知機能の低下、

フレイルの進行等、いわゆる健康二次被害が懸念されているところでございます。 

  市では、ホームページやポケットみさとなどのほか、高齢者移動支援事業における三郷市

タクシー利用券の送付の際に、健康二次被害の予防に係るチラシを同封するなど、機会を捉

えた周知に努めております。 

  健康二次被害予防のための具体的な取組といたしましては、令和元年７月に、パソコンや

スマートフォンで簡単に認知機能を調べることができる認知症簡易チェックサイトを立ち上

げ、今年度からは国立長寿医療研究センターが開発した、認知症予防に効果があるとされる

コグニサイズを取り入れた健康アップ教室事業を開始し、感染予防対策を徹底しながら、こ

の２月末までに８会場、合計195回、延べ2,647人のかたに参加していただいて実施している

ところでございます。 

  また、令和３年７月からは認知機能低下の早期発見とフレイルチェックを併せてて行う認

知機能検査を開始し、検査の結果、課題が見つかったかたには、健康アップ教室への参加勧

奨や医療機関への受診や介護保険サービスの申請など、状態に合わせた支援につなげており

ます。 

  なお、令和４年度からはより多くの高齢者に利用していただくため、認知機能検査の対象

者の範囲を拡大するとともに、引き続き感染予防に十分な配慮をしながら、認知症やフレイ

ル予防に資する取組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） 魚躬隆夫学校教育部長。 
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〔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、２、健康問題の１、長引く感染対策下における高齢

者の健康及び子どもの健康の保持・促進への取り組みについてのイ、子どもの健康、体力面

およびメンタルヘルス等についてにお答えいたします。 

  子どもの体力面につきましては、今年度の新体力テストにおいては、本市の特に小学生は、

県平均値に対して高い優位性を保っております。 

  一方で、コロナ禍前の一昨年度と比較いたしますと、小・中学生ともに低下傾向が見られ

ますことから、各学校で運動時間の確保等の工夫をし、課題解決に向けた取組を進めている

ところでございます。 

  学習面につきましては、一昨年度から昨年度にかけての臨時休業の実施や、現在も感染拡

大防止のために、ペア・グループ学習等に制限を加えておりますが、学力の低下は見られて

おりません。 

  メンタル面につきましては、市内３つの教育相談室への相談件数は、コロナ禍前と今年度

では大きな差はございませんが、学校生活における制限も多くあることも事実でございます。 

  教育委員会といたしましては、児童・生徒一人ひとりの心身の状態に合わせた支援を充実

するよう、校長会を通して各校への指導を今後も継続してまいります。 

  子どもが外で活動する際のマスクの着脱につきましては、国や県の通知に基づいて作成し

た令和３年度三郷市学校生活の留意点におきまして、体育授業中や休み時間等に外で運動す

る際には、十分な感染防止対策を講じた上で、マスクの着用は必要ないとしておりますが、

集合や話し合い時等についてはマスクを着用するよう指導しております。 

  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） それぞれにご丁寧な答弁をありがとうございました。 

  まず、子どものワクチン接種につきましては、医師会の先生方との連携で、個別接種にて

慎重に進められている旨を伺い、少し安心しました 

  今回、スタートした５歳から11歳の子どもたちだけでなく、12歳以上の子どもや若い世代

の３回目接種につきましても慎重な対応が必要と感じております。接種回数を重ねるごとに、

本来、体に備わっている自然の免疫に負荷がかかるとの指摘もあります。 

  テレビでは、「抗体量が３回目接種後に何倍上がる」とピンポイントの情報が盛んに言わ
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れておりますが、免疫システムはとてもデリケートかつ複雑なシステムで、個人差もありま

す。バランスが崩れることでほかの病気が悪化しやすくなったり、自己免疫疾患を発症する

などの可能性を免疫学の専門家が指摘しています。 

  今後、様々なお問合せが増えると予想されますが、世界の動向やテレビに出ない専門家の

意見にも目を向けていただき、接種後の体調不良などに対しても、なお一層の丁寧な対応を

お願いしたく、これは要望とさせていただきます。 

  では、２つ目の健康問題につきまして、高齢者の認知症予防については、三郷市では非常

に様々な取組がなされており、すばらしいと思いました。何とこの間にもコグニサイズ195

回で延べ2,647人の参加ということで、これはとてもすばらしいことだと思います。それぞ

れに工夫をしながら取り組みをされていることがうかがえました。 

  また、子どもたちについては、学力やメンタル面は特に変化がなしで、体力テストでは県

では上のほうだが、昨年と比べるとやや下がっているとのご回答だったと思いますが、今回

のこの新型コロナウイルス感染症をもしかしたら自分が人にうつしてしまう、子どもが大人

にうつしているとか、そういうような心ない報道をするテレビがあるものですから、そうい

ったところを言葉にはしないけれども子どもがすごく気にしているという心理学の先生のお

話もございますので、引き続き子どもたちの心のケアにも注力していただけますとありがた

く思います。 

  ここで一つご提案でございますが、まず、認知症についてなのですが、一般的な加齢に伴

う認知症について、近年の研究では発症までに約20年から25年の期間があると考えられるよ

うになってきました。つまり、80歳でもし認知症を発症するとした場合、50代後半から既に

じわじわと進んでいくということになります。同時に、この間の生活習慣の改善で予防が可

能とするデータも報告されてきており、なるべく早期から認知症予防に取り組むことが重要

と考えられるようになってきております。 

  認知症予防には運動や人とのコミュニケーション、知的活動がよいことはよく知られてい

ますが、近年注目されている新しいテーマとして太陽光がございます。太陽光の光の波長と

脳の関係についての研究も進められておりますが、詳細はここでは省きまして、とにかく屋

外で太陽の当たる下で仲間とともに体を動かすことが、脳の健康に大変よいということにな

ります。 

  これは高齢者に限らず、実は子どもの健康にとっても太陽光は大変重要で、ご存じと思い

ますが、骨を丈夫にする、そして免疫の働きをよくする、そして何より体内時計を整えるこ
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とによる心身への健康効果は絶大です。 

  近年、紫外線が肌や目を老化させると太陽光のマイナス面が話題となりがちですが、実際

は、不足によるマイナス面も非常に問題となっています。近年、子どもたちの太陽光を浴び

る時間が短くなっているという調査データもあります。子どもも高齢者も意識して太陽の下

に出ることが重要です。 

  そんな折、三郷市市制施行50周年という今年の目玉とも言えるラジオ体操のイベントが７

月に開催されるとのことで、これはとてもすばらしいことだと思います。これを機に、大人

も子どももみんなで外に出て、太陽光を浴びながら体を動かすような取組が三郷市内で増え

るとよいと思いました。 

  当市には、ラジオ体操のコンクールで受賞した小学校があると聞いております。また、

「すこやかみさと健康体操」なるオリジナルの体操もユーチューブで拝見しております。今

後、まだ感染予防を配慮しながらの生活が続くことが予想されますので、屋外であれば感染

リスクも少なく、人数も増やせるかもしれません。また、現在行われている室内でのプログ

ラムを、少し屋外用にアレンジすることなどでも取り入れられるのではないでしょうか。も

ちろん夏には熱中症対策への配慮は必要です。 

  また、自分の世代では、子どもの頃、夏休みにラジオ体操を近くの公園でみんなで行って

いました。そのときには手帳にスタンプをもらって集めるのが楽しかった思い出があります

が、何かそのような楽しい試みもできるといいなと思ったりしております。 

  このような太陽光を意識した屋外での健康への取組つきまして、福祉部長、学校教育部長

のお考えをお聞かせいただきまして、再質問を終わらせていただきます。 

○議長（武居弘治議員） 宇治由紀子議員の２問目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） 再度のご質問にお答えいたします。 

  屋外における健康の取組をというご質問かと思います。 

  高齢者の外出機会の創出に取り組むことで、議員ご指摘の太陽光を浴びるということにも

つながるものと考えております。 

  市では、高齢者の外出や交流の機会を通しましてフレイルを予防することを目的に、健康

アップ教室などの介護予防教室を実施するとともに、地域住民が主体となって行う地区サロ

ンを市内25か所で実施し、その一部の地区サロンでは、既に公園でのウォーキングなど屋外
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での活動も取り入れているところでございます。 

  屋外での取組につきましては、天候に左右されやすいという側面もございますが、屋内で

の取組だけでなく、今後の各種事業の検討の際に屋外での開催も視野に入れて検討してまい

ります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 宇治議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  屋外での健康への取組ということでございます。先ほどの答弁でも申し上げましたが、市

内各学校では、十分な感染防止対策を講じた上で、屋外での体育授業をはじめとした体を動

かす活動に取り組んでいるところでございます。 

  特に、小学校でございますが、朝や休み時間に屋外での活動に積極的に取り組んでいると

ころでございます。 

  教育委員会といたしましては、児童・生徒が屋外での活動を通して、心と体の健康保持、

促進できるように、今後も各学校に指導してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で宇治由紀子議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 一 色 雄 生 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第５、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、議長より発言のお許しをいただきましたので、通告に従

いまして、順次質問をしてまいります。 

  今回は、50周年記念の中から周年のキャッチフレーズについてと、気運醸成事業について

の２点と、健康経営について三郷市での取組を質問させていただきますのでよろしくお願い

いたします。 

  初めに、50周年記念についてです。 

  市長の施政方針でもありましたが、先人たちの努力により発展を続けてきた本市を、歩み
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とどめることなく、さらに飛躍、発展を遂げるための多くの施策を盛り込んでいます。 

  しかし、50年という月日の間に、昭和、平成、令和という３つの元号が変わりました。特

に、ここ20年はインターネットの普及により、とても変化の激しい時代に入っています。政

策方針の最後でも書かれている「常にスピード感を持って、市民感覚と経営感覚を大切にし

ていく」ということがとても重要になってくると思います。 

  今回は、そんな50周年に期待を寄せられている中で、周年のキャッチフレーズについてか

ら「みさとっぽさ」とは何かについてと、気運醸成事業についての２点をお伺いしていきま

す。 

  まず、１、周年のキャッチフレーズについてです。 

  50周年のキャッチフレーズである「わたしたちの未来『みさとっぽく、みさと色』」は、

三郷市内の小学生が、みんなそれぞれの色を持っていて個性があったらいいなという思いが

込められています。 

  しかし、行政のキャッチフレーズとして掲げるからには、市民がそれぞれ自由にみさとっ

ぽさを感じてくださいというのは、市民任せになってしまっているような感じがしています。

三郷市としては、みさとっぽさを定義したほうが、市民がそれぞれのみさとっぽさ、みさと

色を見つけやすいのではないでしょうか。 

  アとして、みさとっぽさとは何かについて企画政策部長にお聞きいたします。 

  次に、２、気運醸成事業についてです。 

  「気運」とは、物事がある状態になろうとする傾向、時勢の成り行きと広辞苑には書いて

あります。三郷市の気運醸成事業は、市民と一緒に50周年を祝い、市民の記憶に残る１年と

なるよう、機会を捉えて事業を実施し、気運醸成を図るとあります。 

  その中身を見ていきますと、市制施行50周年記念式典、タイムカプセル事業、記念特設ホ

ームページ、記念ラッピングバス運行、巡回ラジオ体操・みんなの体操会、ＮＨＫのど自慢

などの事業が実施される予定になっております。 

  これらを見てまず思ったのは、誰が参加して、どれくらいの人数が集まり、参加したうち

の人数の何人の市民の心に響くのだろうかと感じました。 

  また、三郷市の気運を本当の意味で醸成するためには、周年の１年をピークにして終わる

ことなく、周年事業を通して、さらに三郷市民が一緒になって盛り上がっていくことがいい

のではないでしょうか。 

  比較対象としてはずれているかもしれませんが、周年イベントの打ち出し方が上手なのは
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ディズニーがとても参考になります。５年ごとにパレードが変わったり、周年によってテー

マソングが変わったり、エリアに設定している国が変わったりなどもします。35周年のイベ

ントに参加したら今度は36周年も行きたくなる。１回のピークを迎えるのではなく、その次

もその次も見にいきたくなり、2023年にある40周年が心待ちになる、そういった周年イベン

トの設計をしています。 

  民間企業と行政ではかなり違いますが、三郷市のまちづくりで、周年行事を通してどのよ

うな状態に向かわせたいと思っているのかなど、アとして、気運醸成事業で何をねらってい

るのかについて、企画政策部長にお聞きいたします。 

  さて、今まで例に挙げた気運醸成事業では、行政を中心とした事業か、ＮＨＫなどの企業

に委託している事業だと思いますが、今後は本市の民間企業や他団体などとのタイアップは

生まれてくるのでしょうか。私は今までの議会の中でも、官民連携の必要性について話をさ

せていただいておりました。今回の50周年記念事業では、気運醸成として市民全体に広がる

のが理想だと思っております。 

  例えばですが、50周年を１年間、三郷市全体で祝うために、交通バス会社と連携をして、

ららぽーとやＩＫＥＡ、コストコ、ピアラシティ、キャノン、サンケイスポーツなど、三郷

市でも比較的大きな会社と協力をして、市内を回る無料のコミュニティバスを稼働させたり

するのはできないでしょうか。 

  協賛企業からすれば、三郷市への地域貢献とバスをきっかけに、ＰＲをする広告効果とし

てもかなり大きいはずです。運営をバス会社で行えば、薄利な事業になることも少なくなり

ます。行政、大手民間企業、バス会社との調整ができれば、オールウィンな事業をつくるこ

とも不可能ではありません。 

  また、市制50周年は、三郷市にある全ての団体は意識していると思うので、行政と連携を

しながら気運醸成事業に入れてもらうことも可能だと思います。 

  以上のようなことから、市民の民間企業や様々な団体などとのタイアップをしていくこと

が、三郷市全体の気運を醸成するのに効果的だと考えられます。 

  イとして、企業や他団体とのタイアップについて企画政策部長にお聞きいたします。 

  次に、三郷市での健康経営についてお聞きいたします。 

  健康経営とは、経済産業省が出している従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的

に実践することです。健康経営は、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた国民の健

康事業を伸ばす取組の１つです。 
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  経済産業省のホームページには、優良な健康経営に取り組む法人を見える化することで、

従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的に評価を受けることができる環境を整

備しているとあります。 

  三郷市では、他の自治体と比べてもメンタルヘルスに関する取組もできていると伺ったこ

とがあります。アとして、三郷市での健康経営の現状について総務部長にお聞きいたします。 

  全国的にも健康経営優良法人の認定を受けている法人が増えてきているようです。三郷市

民もこのような法人が増えることを期待しています。そんな中、全国の様々な自治体や大手

企業でもこの制度を後押しする動きが出てきています。 

  経済産業省が就職活動を行う1,399人に対して、どのような企業に就職したいかを尋ねた

アンケートがあります。「福利厚生の充実」と「従業員の健康と働き方への配慮」の項目が、

「企業の業績」や「企業の知名度」など、一昔前は重要視された項目を抑えて、１位、２位

と独占しています。働き方に配慮された企業を好んで就職先に選ぶ傾向が強くなっており、

今後もその傾向は一段と強くなると予想されています。 

  人口減少の中、企業、自治体間の人材獲得競争が激しくなると見込まれており、市内の法

人、自治体が健康経営を意識することは人材獲得の競争力を高めることにつながります。ま

た、地域に健康経営優良法人が増えるということは、従業員、つまりは市民の健康増進にも

つながると考えられます。 

  「人は宝なり」と昔から言われているように、三郷市としてもより優秀な人材を確保する

ためにも、健康経営優良法人の認定にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。イとして、

これからについて総務部長にお聞きいたします。 

  以上で１問目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 一色雄生議員の質問に対する答弁を残して、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５６分 

 

再開 午後 ２時１０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。 

  一色雄生議員の質問に対する答弁を求めます。 

  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） 一色議員のご質問に順次お答えいたします。 

  初めに、１、50周年記念についての１、周年のキャッチフレーズについてのア、「みさと

っぽさ」とは何かにつきましてお答えいたします。 

  先ほど一色議員からもございましたが、市制施行50周年のキャッチフレーズである「わた

したちの未来『みさとっぽく、みさと色』」につきましては、令和４年５月３日に市制施行

50周年を迎えるに当たり、令和３年６月に公募を実施し、応募総数191点の中から決定した

ものでございます。 

  このキャッチフレーズの考案者は、高州東小学校２年生の女子児童で、「みんなそれぞれ

色を持っていて、個性があっていいな」といった思いが込められております。市といたしま

しては、このキャッチフレーズの下、市を挙げて50周年を祝ってまいりたいと思います。 

  ご質問の「みさとっぽさ」についてでございますが、直近平成30年７月になりますが、市

民意識調査におけるまちの将来像では、治安がよく災害への備えが充実したまちや高齢者、

障がい者、子ども等が安心して暮らせるまち、豊かな自然が残る歩いて楽しいまちといった

声があり、市民の皆さまお一人お一人がこれからの三郷市への期待や願いを抱き、三郷市の

個性、「みさとっぽさ」を思い描いていると認識しております。 

  市といたしましては、市民一人ひとりが将来に向けて思い願う「みさとっぽさ」を踏まえ

て策定された第５次三郷市総合計画の将来都市像である「きらりとひかる田園都市みさと～

人にも企業にも選ばれる魅力的なまち～」が「みさとっぽさ」、すなわち本市の個性だと捉

えており、この50周年を契機にさらに魅力あふれるまちとなるよう、まちづくりを推進して

まいりたいと存じます。 

  続きまして、２、気運醸成事業のア、何をねらっているのかについてでございますが、市

では本年１月から12月までの１年間を50周年の気運醸成期間と位置づけ、市の発展の礎を築

いてくださった先人の方々、日頃から市政にご協力をいただいております市民の皆様、また、

企業や団体などの全ての皆様に感謝の意を表し、50周年をともに祝う気持ちを込めまして、

市制施行50周年記念式典やタイムカプセル事業など、様々な事業を実施するものでございま

す。 

  各事業につきましては、幅広い世代、多くの皆様が本市に愛着を持っていただけるよう、

また、心に響くよう、工夫を凝らして実施してまいります。 

  続きまして、イ、企業や他団体とのタイアップについてでございますが、議員から交通バ
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ス会社、ららぽーと等との企業連携の事業提案もございましたが、本市では本年１月から市

内バス事業者と連携を図り、ラッピングバスの運行や、バス車内に市内３つの高等学校の生

徒が作成したポスターの掲示などを行い、50周年の気運醸成に努めております。 

  さらには、つくばエクスプレス三郷中央駅コンコースでのフロア広告や車両内でのＰＲ動

画の放映について調整しているほか、３月１日から公募を始めました三郷市の歴史を振り返

るアニメーション動画の募集事業などを通し、50周年を盛り上げてまいります。 

  今後につきましても既存事業などの活用を含めまして、団体、企業等と連携を図り、引き

続き、50周年の気運醸成に努めてまいります。 

  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） ご質問にお答えいたします。 

  ２、健康経営について、１、三郷市での健康経営についてのア、現状について及びイ、こ

れからについては関連がございますので、一括してお答えいたします。 

  経済産業省が推進している健康経営の趣旨である従業員等の健康管理を経営的な視点で考

え、戦略的に実践していくことにつきましては、職員の健康増進及び仕事に対する満足感が

向上し、組織の活性化が図られ、結果として市民サービスの向上につながることであると考

えておりますので、市としても重要な課題であり、意義あるものと認識しております。 

  本市における職員の健康管理の取組でございますが、毎年、人間ドックの受診勧奨のほか、

定期健康診断や職業性ストレス簡易調査等を実施し、この調査結果については、産業医及び

保健師による相談ができる体制を整備するとともに、時間外勤務が基準を超える職員等に対

しても、メンタル相談ができる体制を整備し、職員の健康管理体制の充実に努めているとこ

ろでございます。 

  また、職員の健康管理の重要性から、これまで係長職と管理職向けにメンタルヘルスに関

する研修を実施しておりましたが、今年度からは新たに新規採用職員の研修科目にも組み入

れており、職員に対し健康管理の重要性についての意識づけの充実を図っているところでご

ざいます。 

  なお、令和４年度にはさらなるメンタルヘルス対策の一環として、職員がより相談しやす

い体制を整備する目的で、外部カウンセラーによる相談窓口の設置も検討しているところで

ございます。 
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  ここ数年、市職員のメンタル疾患による病気休職者が増加傾向にあることから、本市にお

きましても職員への健康投資という健康経営の考え方に基づき、引き続き産業医や産業保健

スタッフを中心に、職員のメンタルヘルス対策の充実を図るとともに、これまで以上に長時

間労働の抑制や有給休暇の取得促進など職員の健康に配慮し、持てる力を十分発揮できる組

織運営に努め、併せて優秀な人材の確保にもつなげてまいりたいと考えております。 

  なお、一部の自治体において健康経営優良法人の認定を取得していることも承知しており

ますので、認定取得につきましてはその効果等も含め、調査研究してまいります。 

  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） ご担当いただいた皆様、それぞれご答弁をいただきましてありがと

うございます。それでは再質問に入らせていただきます。 

  まず、50周年記念についてお聞きいたします。 

  アとして、「みさとっぽさ」についてご答弁いただきありがとうございました。第５次総

合計画の将来都市像である「きらりとひかる田園都市みさと～人にも企業にも選ばれる魅力

的なまち～」が「みさとっぽさ」であり、三郷市の個性ということに関して承知いたしまし

た。 

  しかし、問題は、この三郷市が定義している「みさとっぽさ」が、市民のかたにどれだけ

周知されているのかというところが一番重要なのかなというふうに思っております。 

  アとして、「みさとっぽさ」をどのように周知させていくのかについて企画政策部長にお

聞きいたします。 

  次に、気運醸成事業についてですが、何をねらっているのかということに関しましては、

市民の幅広い世代、多くの皆様が三郷市に愛着を持っていただくことだということは認識す

ることができました。幅広い世代、多くの皆様が愛着を持って事業を設計する場合、やはり

行政を中心とした取組だけではかなり限界があると感じています。 

  １問目でも触れさせていただきましたが、市内の民間企業や様々な団体と連携を取りなが

ら、タイアップと似たところだとは思うのですが、行政だけで周年行事を盛り上げようとす

るのではなく、市民を巻き込んだ形で周知をしていくのではいかがでしょうか。 

  具体的な例でいきますと、例えば、青年会議所であったりとか、商工会議所のホームペー

ジであったりとか、そういうようなＳＮＳなどと連携をしながら周知徹底を図っていくとい
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うところはいかがでしょうか。 

  これらのことから気運醸成事業の周知の方法について、工夫することはできないかという

ことについて企画政策部長にお聞きしたいと思います。 

  次に、健康経営について再質問をさせていただきます。 

  健康経営の自治体の取組としては理解をすること、ほかの自治体での事例になりますが、

長野県や大分県では中小企業向けの融資制度の中で、健康経営優良法人に対して利率を引き

下げ、より有利な融資を受け取ることができるということをしています。 

  北海道岩見沢市や長野県松本市においても、公共調達加点評価として健康経営優良法人認

定を受けている市内業者に対して、公共工事の入札審査で加点評価を行うなどもしています。 

  今回、三郷市で健康経営に対して検討させていただきますというような言葉をいただいた

と思うのですが、より優秀な人材を確保するために、個々の都市がメンタルヘルスや健康に

対してしっかりと対応ができている都市ということを周知するためにも、健康経営に対して

チャレンジしていくことはよいのではないでしょうか。 

  また、これから先は少し前例のない話になってくるのですが、例えば、地方創生推進交付

金や地方創生整備推進交付金などを活用した健康経営に特化した地方自治体として事業展開

をすることはできないでしょうか。 

  現在、三郷市で取り組まれている事業に対しても、もう既に十分メンタルヘルスに対する

取組、健康経営に対する取組というところはできていると思いますので、健康経営を自治体

に取り入れているような地区とは、法人に比べてもとても少ないのが現状としてあります。

健康経営をしても地方自治体に対して金銭的な補助がなく、どちらかというと優秀な人材が

集まりやすいというところにフォーカスが当たっているかと私は判断しております。 

  したがって、金銭的な補助をされる状況をつくりつつ、より優秀な人材を集めるための事

業をつくり出すことは、三郷市にとってもよいことなのではないでしょうか。 

  現状、三郷市での取組は、ご答弁にもありましたとおり、メンタルヘルスに対する取組を

十分にしている自治体だと思いますので、今の取り組んでいる行動をより健康経営に寄せた

形でＰＲすれば、新しい事業をすることができるのではないでしょうか。 

  ２として、健康経営について総務部長にお聞きいたします。 

  以上で２問目を終わりたいと思います。 

○議長（武居弘治議員） 一色雄生議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  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） 再度のご質問にお答えいたします。 

  「みさとっぽさ」をどのように周知していくのかとのご質問でございますが、先ほども答

弁しましたとおり、市民の皆様一人ひとりが思い描くこれからの三郷市への期待や願い、本

市の持つ魅力的な個性の実現が「みさとっぽさ」であると認識しております。 

  それぞれが思う「みさとっぽさ」の実現のため、第５次総合計画を策定しておりまして、

その施策ひとつひとつを実現していくこと、その事業をひとつひとつ実施していくこと、こ

れこそが市民の皆様に対して「みさとっぽさ」を周知していくことになると考えております。

それぞれが思う「みさとっぽさ」実現のため、10年後、50年後も多くの方々、企業、三郷市

に誇りと愛着を持っていただけるようなまちの実現を目指し、各施策を推進してまいりたい

と考えております。 

  続きまして、気運醸成について、行政だけではなく、例えば、ＪＣですとか商工会など市

民や団体、企業などと連携し、周知してくのはどうかといったご質問だったと思いますが、

市民や団体、企業などと連携した気運醸成につきましては、商工会や観光協会、バス事業者

を通じ、会員事業所などに50周年記念ポスター等の掲示をお願いし、市民の皆様への周知を

図っているところでございます。 

  また、50周年記念のキャッチフレーズの公募や、三郷市ホームページ上で実施いたしまし

た記念クイズなどにより、市民の皆様をはじめ多くの方々が50周年の気運に参加できる機会

を設けているところでございます。 

  さらには、市民の皆様や市内の事業者などが50周年のロゴマークやキャッチフレーズ、ま

た、50周年記念の冠を使用できる制度を設け、多くの団体や企業などからの協力も、併せて

いただいているところでございます。 

  今後も多くの方々、団体に協力いただきまして、50周年を広くＰＲし、気運醸成を図って

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） 島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 再度のご質問にお答えいたします。 

  国の交付金等を活用した健康経営に特化した地方自治体として事業展開をできないかとい

うご質問でございますが、地方創生交付金等の国の補助を活用するということになりますと、
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市役所内で完結するのではなく、全市的に展開していく事業が対象となりますので、庁内各

関連部署が連携して取り組む必要がございます。 

  今後、関係部署と情報共有を図りながら研究をし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） 以上で一色雄生議員の質問を終わります。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（武居弘治議員） 以上で本日の議事日程は全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２８分 


