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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18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。 

 

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

 

◇ 鳴 海 和 美 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第６、10番、鳴海和美議員。 

〔１０番 鳴海和美議員 登壇〕 

○１０番（鳴海和美議員） おはようございます。 

  それでは、通告に従いまして順次、一般質問を行います。 

  初めに、１、子育て支援問題。 
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  １、母子手帳について。 

  ア、リトルベビーハンドブックの配布について伺います。 

  リトルベビーハンドブックとは、低体重で生まれた子ども用に作られた母子手帳です。低

体重児とは、2,500グラム未満で生まれた子どもを言い、近年、低体重で生まれる子どもの

割合が増え、医療のサポートにより多くの子どもたちが育っていきます。 

  厚生労働省の調査では、2,500グラム未満の子どもは1980年からは２倍、100グラム未満で

３倍となっています。現在配布されている母子手帳は、子どもの成長を細かく記録をするた

めに丁寧に作られています。しかしながら、低体重で生まれた子は発育も同じ月齢の子より

低く、成長目安も異なるため、自分の子どもがほかの子と違うことに悲しみを感じるという

声が上がりました。成長グラフも1,000グラムから始まるため、それ以下の子どもは書き込

めないというかたもいます。 

  そこで、静岡県では当事者である母親たちと一緒に作成した1,500グラム未満で生まれた

子どもを対象とした母子手帳「リトルベビーハンドブック」を作成、平成30年より配布を始

めました。ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）などに入院中の情報を職員等が書き込んだり、退

院後は地域の助産師や保健師が産後ケアや乳児健診等に活用することもできます。 

  三郷市としても、このようなリトルベビーハンドブックを配布すべきと考えますが、見解

を伺います。 

  次に、マタニティタクシーについて伺います。 

  先般の臨時議会で、妊産婦へのタクシーチケット配付が議決されました。この件をお伝え

したところ、喜びの声とともに出産時に一番タクシーを使いたいのだが、三郷市はマタニテ

ィタクシーがないとのお声が上がりました。以前、同僚議員がこの問題を取り上げておりま

したが、その際のご答弁は、市内及び近隣の介護タクシー会社において陣痛時の対応が可能

であるとの回答があり、市民からの問い合わせがあった際には案内するとともに、周知に努

めるとの内容でした。先般、市のホームページを確認すると、調整中となっていました。 

  そこで、アとして、現状についてお伺いします。 

  次に、他市の介護タクシーなどが利用できた場合、今回配付のタクシーチケットは使えま

せん。また、市外の病院を利用しているかたは、帰りは三郷市のタクシーは利用できません。

出産時や通院時に他市のタクシーを使った際には、その領収書とチケットを市役所にお持ち

いただき、支払いをできるようにすべきと思いますが、イとして、妊産婦タクシーチケット

の償還払いについて伺います。 
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  次に、２、教育問題。 

  １、オンライン学習について伺います。 

  コロナ禍において、三郷市ではＧＩＧＡスクール構想にいち早く取り組み、児童・生徒全

員にタブレット配布とネットワーク環境の整備を行いました。余儀なく休校を求められた時

に、対応できる環境整備は整ったと思います。第６波が起こり、学級ごとの休校、本人のコ

ロナ罹患や濃厚接触による欠席等、状況は複雑化しています。今や、オンライン授業は必要

不可欠なものとして求められています。 

  ２月５日の毎日新聞で、さいたま市では昨年の第５波の際にハイブリッド授業を行ったが、

つながらないなどのトラブルが発生したため、３学期開始前に大規模接続テストを実施した

と報道しています。言うまでもなく、ネットワーク環境はオンライン授業の要であります。

三郷市では接続の問題はないのか、一斉休校になったことを想定して、さいたま市のような

大規模接続テストは実施したのか、また学校内でのネットワーク環境の不具合は生じていな

いか、アとして、通信環境の整備について伺います。 

  緊急事態宣言下の一斉休校の際、保護者のかたから届いた多くの不安の声は勉強の遅れは

生じないかでした。そして今、学級ごとの休みや自分の子どもが出席できない時に、自分の

子どもが取り残されないかとの声に変わってきています。 

  そこで、イとして、この第６波下で子どもの間で教育格差が生じないために、オンライン

学習の実施状況についてはどのように対応なされているか伺います。 

  さらには、学校によって実施できている、できていないとの違いがあると、学校間の教育

格差を生む不安があります。 

  ウとして、学校間格差について伺います。 

  次に、エ、「選択登校制」と出席要件について伺います。 

  久喜市では、感染不安でオンライン授業を受けても出席とする「選択登校制」を取り入れ

たそうです。三郷市内でも、感染不安で行きたくない、行かせたくないとの声は伺います。

このような「選択登校制」を取り入れること、またその際にオンライン授業を出席の扱いと

することについて伺います。 

  オンライン学習の最後に、教員の皆様は多くのことに対応していただいております。現在、

コロナ禍の対策としてスクールサポーターが各校に配置されていますが、これとは別にオン

ライン学習を円滑に進めるべく、中学校区を目安にデジタルサポーターを配置し、授業の準

備等を手伝うことは、業務負担の軽減や不慣れな先生に対しても力になるかと思います。 
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  オとして、デジタルサポーターの配置について伺います。 

  次に、発達障害児支援について伺います。 

  先般、公明党会派で子育て支援のニーズ調査を行いました。教育環境の整備、経済的な支

援等、様々なご要望が寄せられる中、障がいや医療的ケア児への支援が必要との多くの声が

寄せられました。当事者は支援が不十分だと思っている証拠かと思われます。 

  そこで、今回は発達障がいに関して質問をいたします。 

  近年、発達障がい児が増えていると危惧されています。文部科学省が2012年に発表した調

査結果によると、全国の公立小・中学校の通常学級に在籍する児童・生徒のうち、発達障が

いの可能性があるとされた小・中学生は6.5％に上るとされています。 

  また、学校で行う通級指導教室は障がいのある児童・生徒が通い、言語等の教育支援を行

うところですが、ここに通う児童数が年々増加し、その中のほぼ54％は発達障がい児である

そうです。 

  さらには、発達障がいの診断が正式に下されないグレーゾーンという概念があります。発

達障がいの診断は受けていないものの、発達障がいの傾向にあるという状態です。決して障

がいが軽いわけではなく、診断基準を幾つか満たしているものの、全て満たしているわけで

はないため、発達障がいの診断を受けていない人々を指します。 

  しかしながら、本人は何かしらの生きづらさを感じているそうです。全国的に増えている

との現状を踏まえて、このグレーゾーンを含めた発達障がい児と保護者に対して丁寧な相談

と支援を行うことは今後さらに重要となります。 

  アとして、学校での相談・支援体制について伺います。 

  次に、市として行っている支援として、教育相談室があります。市内３か所の教育相談室

のうち、第２教育相談室ではいじめ・不登校・ひきこもりのほか、発達障がい等の相談を受

けていただいております。この発達障がいへの相談を南部地域として、適応指導教室である

第１教育相談室に専用相談窓口を併設して実施すべきではないでしょうか。 

  イとして、教育相談室の強化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） 鳴海和美議員の質問に対する答弁を求めます。 

  大石京子子ども未来部長。 

〔大石京子子ども未来部長 登壇〕 

○子ども未来部長（大石京子） 私からは、１、子育て支援問題につきまして、順次お答えい



【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 

－7－ 

たします。 

  初めに、１、母子手帳について。ア、リトルベビーハンドブックの配布についてでござい

ますが、母子健康手帳は妊娠の経過や出生後の子どもの発育や発達など、母子の健康状態な

どを記録するもので、母子保健法に基づき妊娠届出をした妊婦に対して交付をするものでご

ざいます。 

  母子健康手帳には、月例や年齢ごとの発達の目安、身長、体重などの発育曲線などが記載

されておりますが、体重は1,000グラムから、身長は40センチからとなっており、早産など

で小さく生まれるなど、出生時の体重が2,500グラム未満の低出生体重児は記載されている

発達の目安や発育曲線には当てはまらず、記録することができなかったり、また発育（成長）

の過程の項目には「いいえ」が多くなるなど、順調に成長しているのだろうかなどと不安を

抱え、母子健康手帳を利用することが苦痛になったり、精神的に負担を感じてしまう保護者

は少なくないと思います。 

  現在、本市ではポケットみさとの「三郷市予防接種自動スケジューラー『かいちゃんもこ

れで安心だね♪つぶちゃんの子育てナビ』」の中の「成長の記録」のツールに身長と体重を

記録することができる機能があり、低出生体重児にも対応ができ、母子健康手帳を補完して

活用いただけるものとなっております。 

  また、出生後４か月までの乳児を対象とした「乳児家庭全戸訪問（こんちには赤ちゃん）

事業」において、低出生体重児には分娩予定日を出生日とみなして、月齢や年齢の記録を修

正月齢で行う方法を紹介するなど、低出生体重児の保護者に寄り添えるよう配慮して対応し

ております。 

  リトルベビーハンドブックは、主に1,500グラム未満で生まれた赤ちゃんと保護者のため

に、小さく生まれた赤ちゃん自身の成長を記録することができ、また低出生体重児の育児経

験者のメッセージが盛り込まれているなど、心理的支援に配慮した内容となっており、議員

からもございましたが、静岡県や埼玉県内では川口市、上尾市で作成され、配布されている

ことは承知しております。 

  本市におけるリトルベビーハンドブックの配布でございますが、埼玉県が令和４年度に低

出生体重児を対象とした「埼玉県版リトルベビーハンドブック」を作成する予定であるとの

通知を先般受けておりますので、それを活用してまいりたいと考えております。 

  次に、２、マタニティタクシーについて。ア、現状についてでございますが、マタニティ

タクシーとは出産を迎える妊婦がタクシー事業者に事前に登録することで、陣痛などの際に
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産科医療機関までタクシーが利用できるタクシー事業者のサービスでございます。 

  本市の現状についてでございますが、市内・市外のタクシー事業者や介護タクシー事業者

にご協力をお願いしているところでございますが、現在、市内１事業者と近隣市外の１事業

者の計２事業者において一定の条件の下、対応が可能であると伺っており、妊婦のかたから

のお問い合わせの際にはご案内をしております。 

  また先日、ホームページにも子育て支援ステーションにお問い合わせいただくよう、改め

たところでございます。 

  次に、イ、妊産婦タクシーチケットの償還払いについてでございますが、コロナ禍におけ

る妊婦の妊産婦健康診査や両親学級への参加、出産育児用品の購入など日常生活における移

動支援のため、令和５年２月28日まで利用可能な三郷市タクシー利用券を妊婦のかたに配付

しているところでございます。 

  市外のタクシーや里帰り出産などで市外の産科医療機関等を利用されているかたがいらっ

しゃることは認識しておりますが、この事業は感染リスクを避けて目的を問わず日常生活な

どの移動の際にご利用いただくものとして、またコロナ禍における利便性も考慮して、償還

払いによる精算などの手続が不要で迅速に対応できる方法として、高齢者移動支援事業と同

様、市内タクシー事業者を対象としたチケット方式といたしたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 鳴海議員のご質問に順次お答えいたします。 

  初めに、２、教育問題。１、オンライン学習についてのア、通信環境の整備についてでご

ざいますが、市内の地域や時間帯など様々な要因によって校内の接続状況が異なることが明

らかになっておりますが、現在のところ学校と家庭とを結ぶオンライン学習について大きな

問題は生じておりません。今後は、市内全小・中学校の一斉同時接続等の調査を行ってまい

ります。 

  次に、イ、オンライン学習の実施状況についてでございますが、コロナ禍で学級閉鎖等に

なった場合はタブレットＰＣを持ち帰り、電子アンケート等による健康観察や同時双方向に

よります授業等を実施しております。また、個別の対応につきましても、長期にわたる場合

や中学３年の受験期に感染不安等で出席停止となった生徒に授業の様子をオンラインで配信

している学校もございます。 
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  一方で、学習内容や児童・生徒の状況に応じて家庭訪問による学習支援や別室登校をする

など、各家庭と協議をしてより良い対応に努めている学校もございます。今後も、児童・生

徒にとってオンライン授業を含めた個別対応の在り方について各学校に指導をしてまいりま

す。 

  次に、ウ、学校間格差についてでございますが、各学校のＩＣＴスキル等による学校間の

差が生じないように、年間を通して研修を行っていますほか、必要に応じて教育委員会から

積極的な支援を行っております。今後も、オンライン学習における学校差が生じることのな

いように、段階的・継続的な研修を実施してまいります。 

  次に、エ、選択登校制と出席要件についてでございますが、現在、感染不安のために登校

できない児童・生徒に対しては、欠席扱いとはしない、いわゆる出席停止扱いとしておりま

す。選択登校制につきましては、その意義や本市の実態を踏まえ、調査研究を行ってまいり

ます。 

  次に、オ、デジタルサポーターの配置についてでございますが、本市では新たな機器の導

入に対する教員の負担感や不安を取り除くため、研修や教育委員会職員による訪問支援を行

うほか、学校間ネットワーク内に掲示版を立ち上げまして、市内の全教員が適宜、情報交換

や共有ができるようにしております。 

  新たな人員配置につきましては、国や県、近隣市町の動向を注視してまいります。 

  次に、２、発達障害児支援についてのア、学校での相談・支援体制についてでございます

が、各学校では通常学級に在籍する発達障がい等の疑いのある児童・生徒について、その保

護者と支援方法を共有するための就学相談を実施しております。また、管理職をはじめ関係

教職員やスクールカウンセラーなどが連携しまして校内就学支援委員会を組織し、支援体制

を構築しているところでございます。 

  教育委員会におきましても、県のコーディネーターや市のアドバイザーを各校に派遣しま

して、表面化しづらい発達障がい児への対応について教職員へ具体的な指導・助言を行って

おります。 

  今後も、児童・生徒をより多面的に把握しまして、適切な支援ができるように努めてまい

ります。 

  次に、イ、教育相談室の強化についてでございますが、本市の教育相談室に配置しており

ます臨床心理士等の資格を有した専任教育相談員が、必要に応じて児童・生徒の発達検査を

実施しております。来年度は、新たに発達検査担当カウンセラーを１名配置しまして、各学
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校への訪問を通じて個別最適な支援ができるよう努めてまいります。 

  また、全ての教育相談室で発達に係る相談対応が可能でございますので、保護者のかたに

より分かりやすく伝わるように周知の方法について検討をしてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 鳴海和美議員。 

〔１０番 鳴海和美議員 登壇〕 

○１０番（鳴海和美議員） それぞれご答弁ありがとうございました。 

  それでは、２問目をさせていただきます。 

  初めに、１、子育て支援問題。１、母子手帳について。ア、リトルベビーハンドブック配

布についてでございますが、予防接種スケジューラーが対応可能で補完されている、またこ

んにちは赤ちゃん事業で丁寧な対応、ご支援をなさっていただいているとのことでした。 

  また、県で令和４年度作成予定ということですので、それは作成でき次第、市として導入

をしていただきたく要望をさせていただきます。 

  その上で、更に１点要望いたします。 

  近年、電子母子手帳を導入する自治体が増えています。電子母子手帳は、スマホで気軽に

入力ができ、成長グラフなども作成できることで、利用者はいつでも、どこでも子どもの成

長を記録し、見ることができます。家族で共有することもでき、父親の育児参加を促す効果

も期待されています。もちろん、予防接種スケジュール管理もできます。この電子母子手帳

には、低体重児用にカスタマイズされたアプリもあります。 

  ご答弁にありましたように、三郷市では予防接種自動スケジューラー「かい・つぶナビ」

にも近い機能があります。しかし、導入して５年がたちました。利用者の意見を聞きながら、

改良を検討する時期となってきているかと思います。電子母子手帳を導入することは、低体

重児以外にも利用者の利便性向上につながると思います。県のリトルベビーハンドブックが

作成されても、使いやすいほうを選んでいただけます。 

  この予防接種自動スケジューラーは担当部署が異なりますので、是非、部署間でも協議を

していただき、例えば予防接種自動スケジューラー「かい・つぶナビ」を、さらにより低体

重児のかたも楽しんで安心して使っていただけるようなカスタマイズした画面を作る、また

経験者のメッセージも入れていく、このようなことをなさっていただき、または低体重児用

としても使える電子母子手帳アプリの導入についてもご検討いただきたく要望をさせていた

だきます。 
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  続きまして、２、マタニティタクシーについて。 

  現状については了解をいたしました。事業者の協力を得られないと困難であるとは思いま

すが、市内のお母様たちが安心して出産日を迎えられるよう、引き続き調整と丁寧な相談対

応及び情報提供を要望をいたします。 

  イ、妊産婦タクシーチケットの償還払いについてでございますが、今回はコロナ対策の視

点、迅速な対応と、また利便性等のことでチケットにしたとのことでございました。利用状

況の把握ともおっしゃっておりましたので、この事業は来年２月までの事業です。その間、

引き続き利用者のご要望などを聞きながら、ご検討いただき、実現を要望をいたします。 

  続きまして、２の教育問題。１、オンライン学習について。ア、通信環境の整備について

でございます。 

  現状は、まだ問題が生じていないとのご答弁でございました。しかしながら、一斉にやっ

たことがないということであれば、思いがけない不具合も生じるかということも考えられま

す。調査を行うというご答弁でございましたので、しっかりと取り組んでいただきたいと思

います。 

  このネットワーク環境というのは、今後もどんどん変わっていくかと思います。引き続き、

このネットワーク環境の整備については各校の情報収集をしっかり行っていただき、検証を

続けていただきたいと要望させていただきます。 

  続きまして、イ、オンライン学習の実施状況について。 

  ウの学校間格差については一括して要望をさせていただきます。 

  それぞれ、個別に対応をいただいているというようなご答弁でございました。家庭訪問も

実施されたり、長期や受験期などでなかなか登校できないかたに対しては、オンライン配信

も実施できているところもあるというようなお話でございました。また、別室での登校をし

ていただいて支援も行っていると。それぞれ各校で工夫を凝らして行っていただいていると

認識をいたしました。 

  今後も、先生のノウハウや取組への積極性で学校やクラスで違いが生じるようであっては、

学習の進捗に不安を感じます。そのようなことが起きないように、ご指導をお願いをいたし

ます。もちろん、コロナ禍も初めてのことでありますし、ＧＩＧＡスクール構想自体が新し

い試みなので試行錯誤かと思いますが、クラスの状況、子どもの状況に合わせて丁寧に進め

ていただくことも大事な視点かと思います。一番大事なことは、取り残されている子どもが

いないかどうかであると思います。オンラインで参加できている子どもがいる学校もあれば、
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うちの学校はオンライン配信してくれないと、そのような声が届くようであれば、不安が広

がっていくかと思います。しっかりと各校が実施できるように対応をいただきたいと思いま

す。 

  言うまでもなく、タブレットやオンラインは手段であります。このコロナ禍で余儀なくス

タートしたオンライン授業かと思いますが、この対応をチャンスと捉え、今後オンラインを

活用した新しい教育環境整備の確立と学習の補完ができる体制づくりにご尽力をいただきた

く要望をいたします。 

  エの「選択登校制」と出席要件については、出席停止という扱いになり、休学としてはカ

ウントしていないということで了解をいたしました。コロナ不安による不登校は長期化する

懸念もあり、不登校が急増し、対応が急がれることも話題となっております。今後の重要課

題かと思います。 

  しかしながら、登校することで感じる本人のストレスも考慮する必要があります。ケー

ス・バイ・ケースになるかと思いますが、学校に行くことだけを正解とせず、丁寧な対応を

すべきと思います。 

  その上で再質問ですが、先のイとウの質問とも重なりますが、コロナ不安で登校できてい

ない児童・生徒はオンライン授業に参加できる体制を市内全校でしっかりつくるべきと思い

ますが、この件について見解を再度お伺いいたします。 

  オのデジタルサポーターの配置についてでございますが、教育委員会の職員が訪問しなが

ら支援を行っている。また、情報交換しながら頑張っていらっしゃるというようなことで了

解をいたしました。 

  ここで再質問ですが、文部科学省ではＧＩＧＡスクールサポーター配置支援事業として、

４校に１人、ＩＣＴ支援員を配置することを推奨し、予算化をしております。国では２分の

１の補助を出しています。このＩＣＴ支援員の導入についての考え方について再質問をいた

します。 

  続きまして、２、発達障害児支援について。ア、学校での相談・支援体制についてでござ

いますが、保護者と就学相談を行っている、またスクールカウンセラーとの連携を行いなが

ら支援を行っていただいているとのご答弁でございました。 

  なかなか、その子に寄り添う時間も必要ですし、その子どもの状況によって様々かと思い

ますので、現場の先生方は一生懸命取り組んでいただいておるかと思います。１つ再質問で

すけれども、国のガイドラインでは、それぞれに教育支援プランの作成をするとありますが、
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教育プランの作成、グレーゾーンと言われるかたたちも含めて対応はどのようになされてい

るか再質問をさせていただきます。 

  イの教育相談室の強化についてでございます。 

  ご答弁でもありましたように、令和４年度予算で発達検査、担当カウンセラーが１名増員

されて、発達障がいへの支援の強化が図られるとのことでございました。それぞれの学校を

訪問し、対応なされるということで、支援の強化が図られるということで、これは評価をさ

せていただきます。 

  また、教育相談室についても同予算で八木郷小学校北校舎の改修が盛り込まれました。教

育相談室の環境整備が進み、適応指導教室に通う児童・生徒の大事な子どもたちへのメッセ

ージにつながり、安心して通っていただけることと思います。この点も評価いたしまして感

謝申し上げます。 

  その上で、再度お伺いしたいんですけれども、このようにカウンセラーの増員で支援が強

化されたということですけれども、具体的に例えば発達検査担当カウンセラーが学校に訪問

されて、そこで検査を行ったとしまして、支援は学校内でどのように継続して行われるのか、

また教育相談室との連携というのは具体的にどのようになされているのかについて伺いたい

と思います。 

  最後に要望ですけれども、ご答弁にありましたように、発達障がいの教育相談は市内全３

か所の教育相談室でも対応なさっていただけるというご答弁でございましたので、今市のホ

ームページを見ると、そのようには案内されておりませんので、ご答弁にございましたよう

にしっかり周知の仕方、ホームページの掲載の仕方、改良をなさっていただきたいと要望さ

せていただきます。 

  以上で２問目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 鳴海和美議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  魚躬隆夫学校教育部長。 

〔魚躬隆夫学校教育部長 登壇〕 

○学校教育部長（魚躬隆夫） 鳴海議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  まず、１のオンライン学習についてのほうでございますが、コロナ不安で、そういう子た

ちに対してのオンライン学習の状況ということかと思っております。現在、感染不安等の理

由で出席停止となった児童・生徒に対しましては、全体の７割程度の学校がオンライン授業

を実施しておりまして、ほかにつきましては対象者や希望者がいない学校でございます。今
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後も、児童・生徒にとってより良い方法が実施できるように、引き続き支援してまいります。 

  また、オンライン学習について、デジタルサポーターの考え方ということでございます。

こちらにつきましては、教育委員会におきましても指導課におきまして、学校の急速的なＩ

ＣＴの対応にするために、令和３年度に職員の増員を行いました。ソフトウェアの設定、更

新作業をはじめとしますＩＣＴ環境の整備に加えまして、機械操作に対する質問や誤ってデ

ータを消去してしまった際など、そういう復旧などの軽微なトラブルについても指導主事と

連携して訪問を行い、できる限り迅速な対応に努めているところでございます。 

  ＧＩＧＡスクールサポーターの配置支援事業につきましては、近隣市町にも配置実績とい

うのが少ないこともございまして、引き続き国や県の動向を注視してまいりたいと思ってお

ります。 

  続きまして、２の発達障害児支援のほうにつきまして、１つ目が教育支援プランの作成、

グレーゾーンの児童・生徒の考え方というご質問かと思います。 

  こちらにつきましては、学校生活の中で困難さを抱えている児童・生徒につきましては、

校内の就学支援委員会で話し合いまして、個に応じた支援について検討しております。そし

て、保護者の意向を踏まえまして、必要に応じてプランを作成しているところでございます。 

  最後でございますが、発達支援の検査の担当カウンセラー、学校内でどのようにしていく

のかということと、相談室との連携はという質問かと思います。 

  学校内でにつきましては、学校から様々な要望が上がってくると思いますので、担当課の

ほうでも整理しながら、カウンセラーと調整を付けながら対応してまいりたいと考えており

ます。 

  また、相談室との連携についてでございますが、随時、相談室とも連携をとりまして、ち

ょっと厳しい状況、もう少しカウンセラーにやってもらえないかどうかというところも声を

聞きながら、随時対応できるようにしていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で鳴海和美議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 篠 田 隆 彦 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第７、３番、篠田隆彦議員。 
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〔３番 篠田隆彦議員 登壇〕 

○３番（篠田隆彦議員） それでは、議長より発言のお許しをいただきましたので、通告書に

基づきまして、順次一般質問をさせていただきます。 

  質問事項１、教育政策の１、ＧＩＧＡスクール構想スタート年について。 

  ２、本年の取組についての総括（達成度）について質問させていただきます。 

  まず、ＧＩＧＡスクール構想スタート年についてですが、文部科学省がＧＩＧＡスクール

構想の実現をテーマに小・中学校における高速大容量通信ネットワーク及び児童・生徒一人

一人にタブレット端末の整備をすることで、特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な

子どもたち一人一人に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育、ＩＣＴ環

境を実現すること。さらに、これまでの我が国の教育実践と最先端のＩＣＴのベストミック

スを図り、教師、児童・生徒の力を最大限に引き出す。公正に個別最適化された学びを全国

の学校現場で持続的に実現させるＧＩＧＡスクール構想を打ち出されました。 

  それに応える形で、ＩＣＴ教育化実現のため三郷市教育委員会においては、環境整備に先

駆けて令和２年度より教員研修の充実を目指し、市内小・中学校教員におけるＩＣＴを活用

した指導力の向上を図ることで、全ての児童・生徒に高い学びの質を保障する狙いの基に、

活用推進に必要となる支援体制の構築を行い、先行研究の「すすめる研究部」、各校で推進

する「ひろめる啓発部」の協議会を経て、「三郷市ＧＩＧＡ３プロジェクト」を組織し、す

すめる・ひろめる・たかめるをテーマに「よりよい学び」を目指し、調査研究を進めながら

熟考を重ね、児童・生徒に必要な資質・能力を確実に育成するＧＩＧＡスクールがスムーズ

にスタートできたのだと思います。このことは、三郷市及び教育委員会の本気度を示すこと

の理由の一つでもあるのではないでしょうか。 

  三郷市内の全小・中学校27校に配備完了いたしましたタブレット端末配布台数につきまし

ては、児童・生徒用として小学校7,243台、中学校3,330台、合計１万573台、教員用として

小学校290台、中学校109台、合計399台、総計１万972台を配置いたしました。「１人１台端

末」の活用によって充実する学習につきましては、パソコン導入に当たり国の新型コロナウ

イルス対応地域創生臨時交付金を活用したものであり、コロナ禍におけるＩＣＴ環境整備の

急速な是正が求められる機運を受けて、「学校教育の情報化の推進に関する法律」が制定さ

れ、これだけの相当額の予算が国によって用意された、この機会にこそ自治体は子どもたち

に１人１台の情報端末が行き渡るように、家庭に持ち帰って学習に利用できるような整備を

急ぐ必要性にも合致したのも事実です。 
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  端末の活用により可能となる学習や教育、その中で「調べ学習」として課題や目的に応じ

て記事や動画等の様々な情報を主体的に収集、整理、分析を行うことができる。「表現」

「制作」に関しては、推敲しながらの長文の作成や写真、音声、動画等を用いた多様な資料

の作品の制作をする手法が増え、「遠隔教育」については大学や海外、専門家との連携、過

疎地・離島の子どもたちが多様な考えに触れる機会、入院中の子どもと教室をつないだ学習

が可能となる。「情報モラル教育」につきましては、実際に真贋様々な情報を活用する各場

面（収集・発信など）における学習ができる。これらのことにより、主体的・対話的で深い

学びの視点からの授業改善と学習活動のより一層の充実が図られ、多様な学習が可能となる

と思います。 

  大切なことは、ＩＣＴという存在を学校や教育、生徒に「押し付ける」ことなく、「根付

かせる」こと。「子どもたちの将来に資するため、今何ができるのか」にベクトルを合わせ

て進んでいくことではないでしょうか。タブレットやパソコン等のＩＣＴ機器の導入のゴー

ルは、まぎれもなく実質的な「教育の質的向上」であると思います。言い換えれば、「授業

改善」を主たる目的とした創意工夫であります。 

  そこで教育部長にお伺いいたします。 

  １、ＧＩＧＡスクール構想スタート年について。 

  ア、通常授業における取組は。 

  学校関係者・保護者以外には、どのように活用されているのか分からないので、具体的に

どのように取り組まれているのか。（特色ある教育や学校全体での学力・指導力の向上） 

  イ、コロナ禍における取組は。 

  学級閉鎖等に対応できていると推察することから、休校時における安心感や学びを止めな

いための対応につなげられているのか。 

  ウ、教員・教師から見た成果と課題は。 

  タブレット端末の活用により授業改善が図られ、先生方の業務の効率化につながることも

同時に進められているか。例えば、印刷物の削減、教材準備の簡素化、図解による可視化・

円滑化、授業に対する興味につなげられているのか。 

  エ、児童・生徒から見た成果と課題は。 

  考える幅が広がり、グループ学習や調べ学習にも活用され、学びの深化を図りつつ、三郷

市独自の活用法を通して最大限に児童・生徒の授業力向上・学力向上につなげてほしいと同

時に、将来に向けて日常においてもグローバル化に違和感なく順応できる子どもたちをたく
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さん育ててほしいという願いもあることから課題を伺います。 

  ２、本年の取組についての総括（達成度）は。 

  ２につきましては、教育長にお伺いいたします。 

  立上げのＧＩＧＡ３プロジェクトからＧＩＧＡスクール構想元年のこの１年を振り返り、

達成度も含めた中で総括のお話をいただければと思います。 

  続きまして、質問事項の２、農業政策です。 

  都市型農業の振興について質問させていただきます。 

  三郷市の農業は、大規模消費地の東京都に隣接する好立地条件を生かした都市型農業を中

心に営まれ、新鮮で安全・安心な農作物の安定供給を行っています。農地は、緑地空間とし

て市民生活に安らぎや潤いを提供し、都市の緑として雨水の保水、地下水の涵養、生物の保

護等に資する重要な役割を果たしています。また、農業体験や食育の場及び火災時における

延焼防止、地震時における避難場所や災害時の防災空間となるオープンスペースの確保など、

多面的な機能があります。さらに、市民もレクリエーションコミュニティ、景観、地域文化、

農業体験や交流ふれあいの場を求めています。 

  こうした中、「豊かな食と人を育む三郷市農業」を将来像とした農業振興施策において、

ア、農業経営生産の充実に向けた施策はどのように推進していくのか。 

  新たな農作物栽培に取組む農業者から、農産物のブランド化や高付加価値に向けて圃場を

観光農園に整備するなど、集客性の高い農業を目指す動きも出てきています。収穫体験等に

より、地元の農業を身近に感じてもらえる機会を提供するなど、安全・安心な三郷産農産物

をＰＲし、普及をどのように進めていくのか。 

  イ、新たな農業経営の在り方については。 

  継続的な農業をするため、農業経営法人化を目指す動きも出てきています。今後、三郷市

としてはどのような継続的農業経営の在り方をお考えですか。 

  ウ、学校給食における地場産野菜の活用状況については。 

  三郷市農業振興計画と三郷市総合計画の関連計画の中で、都市農地の保全と安全・安心な

学校給食の提供及び食育の推進とされていますが、小・中学校給食における地場産野菜の活

用状況はどの程度取り扱われているのか。また、児童・生徒や保護者にどのように周知され

ているのかをお伺いいたします。 

  アとイにつきましては市民経済部長に、ウにつきましては学校教育部長に答弁をお願いい

たしまして、１回目の質問を終わります。 
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○議長（武居弘治議員） 篠田隆彦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５１分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（武居弘治議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

  篠田隆彦議員の質問に対する答弁を求めます。 

  有田るみ子教育長。 

〔有田るみ子教育長 登壇〕 

○教育長（有田るみ子） 篠田議員のご質問にお答えいたします。 

  私からは、１、教育政策、２、本年の取組についての総括（達成度）はについてお答えし、

詳細につきましては担当部長をして答弁いたさせます。 

  国のＧＩＧＡスクール構想による児童・生徒に１人１台のタブレットＰＣを整備する計画

を受け、本市におきましては令和２年度内に整備を完了し、令和３年度は各学校における本

格的な活用を開始した１年となりました。 

  教育委員会といたしましては、ＩＣＴ教育の更なる充実を目指し、議員ご指摘の三郷市Ｇ

ＩＧＡスクールプロジェクトの研究組織を含めた計画的・段階的な教員研修を実施するとと

もに、使用上の留意点の配付やＷｉ－Ｆｉルーターの貸出しなど、家庭への支援も行ってま

いりました。これらの取組が各学校の授業ではもちろんのこと、コロナ禍での学級閉鎖等に

おけるタブレットＰＣの家庭への持ち帰りや分散授業等への対応など、活用も多く見られま

した。 

  また、２月に開催いたしました「三郷市プレゼンテーションコンテスト」では、児童・生

徒に豊かな表現力と郷土愛などを育むことを狙いとし、「未来を生きる自分～私から三郷の

みんなへ～」というテーマを設定いたしました。子どもたちは、自身で作成したプレゼンテ

ーション資料に加え、口調やジェスチャーなどを工夫し、相手意識を持って生き生きと発表

する姿が見られました。 

  今後も、次代を担う子どもたちに必要な資質・能力を育成するため、質の高い教育の推進

に努めてまいります。 

  以上でございます。 
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  訂正させていただきます。 

  ＩＣＴ教育の更なる充実を目指し、議員ご指摘の三郷市ＧＩＧＡ３プロジェクトの研究組

織をというところを違った形で表現してしまったことについておわび申し上げます。 

  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） 篠田議員のご質問に順次、お答えいたします。 

  初めに、１、教育政策の１、ＧＩＧＡスクール構想スタート年についてのア、通常授業に

おける取組はでございますが、国のＧＩＧＡスクール構想を受け、本市の小・中学校の日頃

の授業においては教員が大型テレビに資料映像を提示するほか、子どもたちの意見を大画面

に投影しまして、よりよい答えを全員で考える活動を行うなど、指導の工夫をしているとこ

ろでございます。 

  また、児童・生徒は実験や観察にカメラ機能を用いたり、自席でインターネットによる調

べ学習を行ったりと、より主体的な活動が増えております。 

  次に、イ、コロナ禍における取組はでございますが、コロナ禍において急な学級閉鎖等が

生じた場合、タブレットＰＣの持ち帰りを実施し、オンラインによる健康観察のほか、学級

活動や授業を通して画面越しに教員や友人と話すことで安心感を与えることができるよう取

り組んでおります。 

  また、学校内において１人の教員で複数学級の学習指導を行うことができるよう、オンラ

インを活用している実践もございます。 

  次に、ウ、教員・教師から見た成果と課題はでございますが、ＩＣＴを活用することによ

り教員は高い学習効果につながる取組ができるだけでなく、データの蓄積による教員間の授

業実践の共有や調査・集計を自動で行うことができることから、業務の効率化にもつながっ

ております。令和４年度は、ＩＣＴ活用における効果的な授業実践を、市内の小・中学校に

広めることができるよう取り組んでまいります。 

  次に、エ、生徒・児童から見た成果と課題はでございますが、児童・生徒はＩＣＴの活用

を通して学ぶ意欲の向上が図られただけでなく、自分の思いや考えを表現したり、深めたり

することができました。２月に開催しました「三郷市プレゼンテーションコンテスト」では、

児童・生徒がＩＣＴを活用しまして自分たちにできることや、よりよい三郷市にするための

アイデアを提案するなど、子どもらしい視点で魅力ある発表を多く見ることができました。
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また、発表後の感想からも、夢や将来に向けて自信が持てるようになったなどの本取組の成

果が見られたところでございます。 

  令和４年度につきましても、子どもたちへの積極的な活用を奨励するとともに、それによ

り生じると思われる管理面・健康面における課題に対しても、より一層の指導の充実を図っ

てまいります。 

  次に、２、農業政策。１、都市型農業の振興についてのウ、学校給食における地場産野菜

の活用状況はについてお答えいたします。 

  児童・生徒が地場産野菜についての理解を深め、食べ物への感謝の気持ちを培うことを目

的としまして、本市の学校給食においては地場産野菜を積極的に活用しているところでござ

います。 

  令和２年度の実績といたしましては、年間の給食日数185日のうち、市内の農業者団体か

らはコマツナを小学校63日分、中学校47日分、 合計約８トン。個人農業者からはナガネギ

を小学校19日分、中学校24日分、合計約４トン。ＪＡさいかつからはキュウリを中学校２日

分、約20キログラムを納品していただき、コマツナ蒸しパンや汁物、あえ物等の献立の材料

として活用いたしました。令和３年度においても、同様に活用しているところでございます。 

  地場産野菜による給食を提供する際には、栄養教諭が各学校において栄養価や名前の由来

等について食育指導を行いまして、地場産野菜の理解を深めるよう指導しているところでご

ざいます。 

  また、地場産野菜については毎月各家庭に配付します献立表にてお知らせするほか、給食

だよりに特集記事を掲載するなど、児童・生徒や保護者に周知しております。今後も、関係

課と連携を図りまして、地元農業者の方々のご協力をいただきながら、新鮮で安全な地場産

野菜を活用してまいります。 

  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） 篠田議員の２、農業政策、１、都市型農業の振興について、ア、

農業経営生産の充実に向けた政策及びイ、新たな農業経営の在り方につきましては関連がご

ざいますので、一括してお答えをいたします。 

  本市の農業は、都市型農業を中心に新鮮で安心・安全な農作物の安定供給を行っておりま

す。しかし、社会経済の発展に伴い、都市化が進み、農地の減少と併せ、農業者の高齢化や
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担い手不足による農業者の減少などの課題もございます。 

  このような状況を踏まえ、本市の農業が将来にわたって地域の産業として成り立っていけ

るよう、各種施策に取り組んでいるところでございます。 

  初めに、農業経営に対する施策の取組でございますが、農業経営・生産の充実につきまし

ては、温室及びビニールハウスの新設やビニールの張替えなどに対する支援や農業法人化に

向けた研修を開催するなど、農業経営の安定化や拡充に取り組んでおります。 

  また、新特産品などの産出につきましては、コマツナに次ぐ新たな特産品として「三郷ジ

ューシーあすぱら」、「三郷秋どりえだまめ」、「三郷メロン」に取り組んでおり、農産物

のブランド化を目指しております。三郷産農産物の流通販売促進につきましては、農業祭に

おける品評会及び即売会の開催や即売所の開設支援など、地産地消をはじめ、地元農産物の

消費拡大が図られるよう努めているところでございます。 

  そして、ふれあい型農業の推進に向けた支援につきましては、農の社会科見学やいきいき

農業体験講座の開催、また市民農園や観光農園の開設並びに管理運営に対して支援を行うな

ど、農業者との交流や農業体験の機会の確保に努めているところでございます。 

  今後も、引き続き農業者や関係機関のご理解、ご協力の下、三郷市の農業がより良いもの

となるよう各種施策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） 篠田隆彦議員。 

〔３番 篠田隆彦議員 登壇〕 

○３番（篠田隆彦議員） それぞれ丁寧なご答弁ありがとうございました。 

  ２回目の質問をさせていただきたいと思います。 

  ＧＩＧＡスクール教育が国際化や情報化が進む中、特色ある教育課程の編成や学校全体で

の指導力、児童・生徒の学力向上につなげていただきたい。新しい時代に生きる子どもたち

が「明るく輝く未来」を築くため、資質、能力をより一層磨き、確実に育成できる可能性を

秘めた未来志向の教育、それは正に三郷の教育「夢」への挑戦であると思います。 

  先ほど、教育長や教育部長の答弁にありましたとおり、先日２月14日に鷹野文化センター

で行われました市内小・中学校によるプレゼンコンテストが行われました。内容がすばらし

かったと報告を受けています。当日は、参加に当たりまして新型コロナウイルス感染拡大が

懸念される中、万全な対策がとられたとお聞きしております。具体的にどのような感染防止

対策に配慮され実施されましたかをお伺いいたしまして、２回目の質問を終わります。 
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○議長（武居弘治議員） 篠田隆彦議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  魚躬隆夫学校教育部長。 

〔魚躬隆夫学校教育部長 登壇〕 

○学校教育部長（魚躬隆夫） 篠田議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  コロナ禍におきましてプレゼンテーションコンテストをどのような対応、対策ということ

でとの質問かと存じます。本コンテストにおきましては、児童・生徒が舞台上で発表する体

験を重視したいという思いから、可能な限りの感染症対策を講じて実施しております。来場

者の制限や発表者の時間差対応に加えまして、会場の様子を動画配信で公開しております。

また、来場者につきましても過去１週間前からの体温等を記載したシートを提出してもらう

など、徹底した対策を講じて実施したところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で、篠田隆彦議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 渡 邉 雅 人 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第８、６番、渡邉雅人議員。 

〔６番 渡邉雅人議員 登壇〕 

○６番（渡邉雅人議員） それでは、通告に従いまして、順次質問をしてまいります。 

  まず、パーキング・パーミット制度についてです。 

  バリアフリー法が施行されて以降、車椅子使用者の利用のしやすさに配慮した駐車施設の

設置が義務付けられ、それに伴い車椅子使用者に限らず、身体障がい者や妊産婦、けが人な

どを利用対象者として定めた障がい者等用駐車区画の設置が進められています。 

  こうした環境の整備が進む一方で、健常者による不適正利用などにより、障がい者等用駐

車区画を本当に必要としている人が駐車できない。また、外見からは分かりづらい障がいな

どの理由によって、障がい者等用駐車区画を利用したかたが、ほかの駐車場利用者から不適

正利用ではないかと疑念の目を向けられ、利用するのに二の足を踏むといった問題も発生を

しております。 

  こうした問題を解決するために、現在多くの自治体で導入をされているのがパーキング・

パーミット制度で、公共施設や商業施設をはじめとする様々な施設に設置されている障がい
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者等用駐車区画の利用対象者を障がい者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など歩行が

困難と認められている人に限定し、対象者には利用証を交付することで適正利用を図るため

の制度です。この利用証を取得していれば、パーキング・パーミット制度に協力する施設の

障がい者等用駐車区画を施設ごとの利用許可証を取得することなく利用することが可能とな

ります。今回は、このパーキング・パーミット制度について２点お伺いいたします。 

  まず、アの認識についてです。 

  このパーキング・パーミット制度は、平成31年３月に国土交通省総合政策局安心生活政策

課によって公表されたパーキング・パーミット制度事例集によると、資料の公表時点で37の

府県で導入されており、その後も千葉県で令和３年７月から導入されるなど、広がりを見せ

ております。 

  そして、このパーキング・パーミット制度の大きな特徴の一つとして、制度を導入してい

る多くの地方公共団体間で相互利用協定が締結されているため、自身の居住地域で発行され

る利用許可証を持っているだけで、旅行先でも障がい者等用駐車区画を利用することができ

るなど、制度の利用者にとって非常に利便性の高いものとなっております。自治体ごとに利

用証が発行される対象者の要件に若干の違いはあるものの、こうした取組が広がることによ

り、障がい者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など歩行が困難と認められる人にとっ

てパーキング・パーミット制度の有用性や需要は非常に高まりを見せております。 

  こうした状況を受けて、パーキング・パーミット制度に対する本市のご見解を、まずはお

聞かせください。 

  次に、イの導入についてです。 

  パーキング・パーミット制度は、先ほど申し上げたように広域的に実施されているからこ

そ生まれるメリットもあることから、現在実施されているものは府や県が主導しているもの

が多数となっておりますが、埼玉県ではまだ導入がなされておりません。こうした状況では

ありますが、パーキング・パーミット制度事例集によりますと、県内では川口市と久喜市が

市独自の取組として実施をしており、川口市においては他の府県と協定書も締結しているた

め、他の府県においても川口市で発行された利用証を対象施設で利用することが可能となっ

ているそうです。 

  本市は、長年にわたるまちづくりの成果で、交通の要衝として発展を続けていることや、

ららぽーと、ＩＫＥＡ、コストコといった大型商業施設が営業していること。千葉県や東京

都と隣接していることなどが相まって、市外、県外からの自動車による来訪者が多く、その
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逆に市外や県外へ自動車で出掛けるという市民も数多くいらっしゃいます。つまり、それだ

け本市の公共施設やショッピングセンターでパーキング・パーミット制度に基づく利用証を

利用できると便利と感じるかた、他市や他県に外出する際に本市発行の利用証があるとあり

がたいと感じるかたが多いということです。 

  一部の市内の商業施設では、独自に施設ごとの利用許可証がなくても、他自治体発行の利

用証を持っていれば障がい者等用駐車区画を利用可能というように受入れ体制をとっている

施設もあるようですが、申し上げてきたような状況を勘案すると、川口市や久喜市のように

市が主導をして、このパーキング・パーミット制度を実施していくべきではないかと考えま

す。このことについてのご見解をお伺いいたします。 

  次に、空き家バンクについてです。 

  これまで、一般質問の場で何度か空き家の利活用について、子どもの居場所づくりに関連

づけて伺ってまいりました。その後、空き家バンクが令和３年５月６日に開設され、子ども

の居場所を運営している方々との連携も一層進んでいくものと期待をしておりましたが、令

和３年12月定例会において子どもの居場所への空き家の利活用について、なかなか難しい状

況であるということ、その理由として所有者のかたの希望と居場所運営団体との希望が合致

する物件が市が把握する範囲ではなかったといったご答弁がございました。 

  こうした状況の詳細を確認するため、その後、担当部署の方々に聞き取りをさせていただ

きましたが、昨年の12月時点で市の空き家バンクへの登録物件が１件のみと、貸主と借主の

希望が合致する物件がなかったという問題以前に、そもそも物件の登録数が著しく少ないと

いう現状であることが分かりました。 

  こうした現状を踏まえ、２点お伺いをいたします。 

  まず、アの今後の展望についてです。 

  本市の空き家バンクがスタートして半年余りが経過した昨年12月の時点で、登録物件が１

件のみという現状を見て、正直に申し上げて本市の空き家バンクの運用、ひいては空き家問

題に関する対応が遅々として進まないままになってしまうのではないかと懸念をしておりま

す。高齢化の進展などに伴い、空き家問題は全国的に年々深刻化しており、老朽化による建

物の崩壊、空き家への不法侵入や不法投棄、放火といった犯罪リスクの上昇など、物件の所

有者のみならず、近隣にお住まいのかたへも大きな悪影響を招く可能性がございます。 

  こうしたリスクを排除するためにも、空き家問題への対策は今後も放置することなく進め

ていかなければならず、そのための手法の一つである空き家バンクに関して登録物件の増加
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や貸主と借主、売主と買主のマッチング数の増加、成約数の増加に向けてどのような展望を

お持ちであるのかお聞かせください。 

  次に、イの補助金についてです。 

  本市における空き家バンクがまだまだ課題が多いということは、ここまで申し上げてきた

とおりですが、全国的にも空き家バンクを順調に機能させられている自治体ばかりというわ

けでは決してございません。平成30年に一般財団法人土地総合研究所が発表した空き家バン

クの目的、現状、課題という資料によると、この資料のための調査時点では売買物件、賃貸

物件ともに登録件数が１桁台以下の空き家バンクが全体の半数以上、成約件数となると約８

割が１桁台となっており、全国的にも空き家バンクの運用は課題が多いということが分かり

ます。 

  こうした状況の中、自治体ごとに設置されている空き家バンクだけでは開示情報の項目が

異なり分かりづらい、検索が難しいなどの課題を解決することなどを目的として、各自治体

が個々の空き家バンクに掲載している空き家などの情報について、自治体を横断して簡単に

検索できるよう平成30年４月から全国版空き家・空き地バンクの運用が開始をされておりま

す。その際に、国土交通省が示した全国版空き家・空き地バンクの使用並びに参画方法につ

いてという資料の中では、自治体の役割の重要性として空き家等所有者への利活用に係る啓

蒙活動、空き家等所有者に対しての安心感、信頼感による空き家情報の掘り起こしと併せて、

各種補助制度の適用が上げられており、各自治体において取り組んでいる各種補助制度は空

き家などの流通促進に係る有効なツールとなると記されております。 

  例えば、令和２年２月に加藤英泉議員とともに行政視察に伺った富山県高岡市は、まちな

か再構築事業として空き家バンクなどを活用した空き家対策に非常に力を入れておられ、高

岡市空き家改修支援事業、高岡市空き家バンク住宅取得支援事業、高岡市空き家賃貸活用支

援事業といった様々な補助制度を実施することで、博労町のまちかどサロンをはじめとして

積極的な空き家の利活用が進んでおります。 

  こうした先進事例を参考に、本市としても空き家の利活用に関する補助金制度を整え、空

き家バンクの一層の推進に努めるべきではないかと考えますが、ご見解をお聞かせください。 

  次に、コロナ禍における情報発信についてです。 

  この問題については、台風などの災害時の発信、コロナ禍における発信と緊急時における

情報発信の重要性を複数回において一般質問の場で提起をさせていただきました。ホームペ

ージにおける視覚的な分かりやすさの重要性や、幅広い発信ツールを活用することの必要性
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など、提起させていただいた問題のうち改善を図っていただいた点も多く、市民へ必要な情

報を届けるためにご尽力いただいていることには感謝を申し上げます。 

  ただ、緊急時における情報発信において、一貫して提起させていただいてきた発信の統一

性などに関しては、いまだ改善に至っていない点もここ数か月の発信で散見されており、改

めて今回取上げさせていただきます。 

  まず、アの原因についてです。 

  発信の統一性の必要性については、一人でも多くの市民に重要な情報を届けるためには、

全ての発信ツールを駆使してツールによって発信の有無の差を付けずに実施していくこと。

また、特にホームページにおいてはコロナ関連の情報だけではなく、多くの情報が掲載され

ていることから、市民にとって緊急度の高い情報は分かりやすい、探しやすい場所に一元化

して掲載することが必要であるということを訴えさせていただいておりました。 

  しかしながら、例えば集団接種会場での当日キャンセルによるワクチン接種の希望者の募

集という情報に関しては、ホームページ上での掲載が２月８日に掲載されたものの、メール

配信サービスやツイッターで同様の発信は行われず、２週間以上経過した２月25日にようや

くこうしたツールでの発信が行われました。 

  また、市民にとって市のホームページから必要な情報を探す際に一番見つけやすいのは、

トップページにそうした情報が掲載されている状態です。もちろん、個々の情報の詳細全て

をトップページに掲載するわけにはいかないので、本市においては新型コロナウイルスに関

する情報のうち、重要度の高い情報へのリンクを掲載する場所として、トップページ内に緊

急情報というスペースが設けられています。この緊急情報へのここ数か月の掲載情報を確認

してみると、時折、市内施設の利用停止に関する情報などが掲載されるものの、その大半は

日々の陽性者情報が占めているという状況となっています。日々の陽性者情報の重要性が低

いとは申し上げませんが、例えば先ほど申し上げた当日キャンセルによるワクチン接種の希

望者の募集という情報は、岸田首相が１日100万回接種を目標に掲げるなど、現在、全国的

に３回目接種を推進している中で非常に重要な情報であり、そのためこうした情報こそ緊急

情報のスペースに掲載をするべきではないかと考えます。 

  以上のような情報発信の統一性や一元化に関して、おざなりな部分が散見されてしまって

いる点について、発信の担当者ごとに対応が違ってしまっているからなのか、日々のコロナ

関連業務が多忙で対応が追いつかないからなのか、それとも今回例示させていただいた事例

などが市としては重要度が低いと考えているからなのか、その原因についてお示しをくださ
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い。 

  次に、イの今後についてですが、発信の統一性、重要情報の一元化というのは再三再四に

わたって提起させていただいてきたように、情報を市民に広く届けるという点で非常に重要

な観点でございます。今回指摘させていただいた点の改善へ向けた方策を含め、今後のコロ

ナ禍における情報発信の統一性、重要情報の一元化についてご展望をお聞かせください。 

  以上で１問目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 渡邉雅人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） 渡邉議員のご質問にお答えいたします。 

  １、福祉施策のうち、パーキング・パーミット制度について、まずア、認識でございます

が、渡邉議員ご案内のとおり本制度は障がい者等用駐車区画の利用を一般の利用に供するの

ではなく、障がい者、介護が必要な高齢者など、歩行が困難と認められているかたに限定す

ることとし、その区画の利用対象者に利用証を交付するというものであり、多くの府県で広

域的に導入して相互に利用できるよう協定をして運用しているものと承知しております。 

  この制度に関しましては、これを導入することにより健常者による不適正利用の抑止や、

心臓機能障がいや腎臓機能障がいなどの外見からでは分かりにくい障がいのあるかたが利用

対象者であることを明確にできるなどの効果があり、また市外や県外とのアクセスがしやす

い本市の特徴を踏まえると、この制度の利用者の利便性が向上するものと認識しております。 

  次に、イ、導入でございますが、この制度は広域での導入が有効であることから、他の府

県において導入されているものと思われますが、埼玉県に現状を確認いたしましたところ、

導入の時期は決まっていないとのことでございました。 

  また、この制度の導入に際しましては、福祉的な側面のほかに各施設における駐車スペー

スや駐車台数の確保などの課題も密接に関係するものでございます。このほか、制度対象者

のうち車椅子使用者など乗降するために幅が広い駐車区画が必要なかたと通常の幅で乗降可

能なかたの利用に際しての区分について、国や県など広域での整理が必要と考えております

ので、関係部署とも連携しながら単独市町村で導入している事例や運用状況を調査研究しつ

つ、県の動向も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） 松本義博まちづくり推進部長。 
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〔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、空き家対策の１、空き家バンクについて

順次お答えいたします。 

  初めに、ア、今後の展望についてでございますが、本市では空き家対策に関する取組とし

て令和元年10月に空き家の利活用に関する相談窓口を設置し、令和３年の５月には全国版空

き家・空き地バンクの仕組みを活用し、三郷市空き家バンクを開設したところでございます。 

  空き家バンクを開設してから半年余りが経過した中で、登録件数は１件にとどまっている

現状ではございますが、本市は東京都心から20キロ圏内に位置していることから、不動産需

要が比較的高く、空き家の所有者に売却や賃貸の意思があれば、空き家バンクを利用せずと

も民間の不動産事業者を通じて取引が成立するといった面があり、このことについては近隣

の自治体においても同様の傾向がございます。 

  しかしながら、空き家を所有するかたと空き家の利用を希望するかたとを結び付ける仕組

みとして、空き家バンクは空き家対策の有効なツールの一つであると考えております。空き

家バンクの利用が促進され、空き家の利活用が推進されることは、空き家問題の改善につな

がってまいりますので、今後につきましても空き家バンクを機能させていくために、分かり

やすく制度を理解していただけるよう引き続き周知に努めてまいります。 

  次に、イ、補助金についてでございますが、補助金を含めた効果的な支援策を検討するた

めには、まずは市内における空き家の実態把握が必要であるものと考えております。今後の

市の空き家対策に役立てるため、昨年から２か年にかけて市内全域の空き家の実態調査を業

務委託により行っており、空き家等の件数や分布の把握を行うことのほかに、空き家等の所

有者に対するアンケート調査を実施し、所有者の意向や空き家対策における課題の把握に努

めてまいりました。 

  今後も、引き続き本市における空き家対策が地域の活性化につながるものとなるなど、市

の施策にとって効果的なものとなるよう、関連部署との連携を図りながら最適な補助制度の

検討を含めた空き家対策に取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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、３、情報発信の１、コロナ禍における情報発信につい

てのア、原因及びイ、今後につきまして関連がございますので、一括してお答えをいたしま
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す。 

  緊急時における情報など、重要な情報の発信に当たっては議員ご指摘のとおり統一性と一

元化が必要であると認識しております。新型コロナウイルス感染症に関する情報発信につき

ましては、当初は市内における感染者の発生や公共施設の利用制限などについてが主な情報

であり、これらをホームページトップの緊急情報のスペースに掲載しておりました。 

  その後、初めてとなる緊急事態宣言の発令以降、国による各種経済的支援や市独自の施策

に関する情報、その他多くの部署から多岐にわたる情報の発信が必要となり、トップページ

に情報の一元化を図った特設ページを開設し、必要な情報に速やかにアクセスできるよう努

めているところでございます。 

  一方で、緊急情報のスペースの掲載につきましては、掲載できる記事の件数が限られてい

ることから、新型コロナウイルス対策本部事務局が記事の緊急性や内容についての確認を行

い、掲載をしておりますが、このプロセスが十分に浸透していなかったと思われること、ま

たメール配信サービスなどホームページ以外の媒体による発信については、統一性の共有が

不足していたことなどから、十分に活用されていない状況にあると感じております。 

  今後につきましては、関係部署と連携し、運用の見直しも含め、重要な情報についてはホ

ームページトップにあります緊急情報スペースへの掲載、加えて市からのお知らせ、新着情

報などへのリンクの作成や特設ページの構成の見直しなど改善を図るとともに、ツイッター、

フェイスブック、ポケットみさとへの同時配信などについて全庁的に共有するなど、新型コ

ロナウイルス感染情報発信の統一性、一元化を進めてまいります。 

  また、時間の経過、状況の変化に伴い、必要な情報、重要な情報も変わってまいりますの

で、適宜見直しを行い、市民の皆様に適切に情報をお届けできるよう取り組んでまいりたい

と存じます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 渡邉議員の３、情報発信の１、コロナ禍における情報発信

についてのア、原因とイ、今後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。 

  新型コロナワクチンの接種では、昨年の１、２回目接種時のコールセンターへの電話の集

中や接種の予約ができないなど、市民の皆様の混乱を招く事態となりました。この状況の解
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消に向け、接種券の発送時期や接種日程など国の計画の修正に合わせて市の情報をお知らせ

するため、市ホームページ、メール配信サービス、ポケットみさと、ＳＮＳを活用するほか、

公共施設に接種情報を掲示するなどし、情報発信に努めてまいりました。 

  しかしながら、議員ご指摘のとおりメール配信やツイッターなどへの情報発信の統一性に

ついては、これらのツールが着信やプッシュ通知などを伴うことから、配信する情報につい

て選別したほうが良いものと考え、全ての更新情報を発信する運用ではございませんでした。 

  また、情報発信の一元化についてはワクチン情報のページを更新した際、その内容をワク

チン情報の更新情報として掲載しておりましたが、市ホームページのトップページからは情

報を更新したことが分かりにくい状況にございました。 

  このような中、３回目接種では接種完了後から６か月以後の時期に合わせて接種券を順次

発送するとし、おおよその発送時期をお知らせしたことにより、コールセンターや予約シス

テムへの集中が避けられ、順調な接種が進んでいるところですが、当日キャンセルによる接

種希望者の募集などについてもメール配信やＳＮＳの統一的な活用を行い、発信漏れがない

運用が必要であったと考えております。 

  議員ご提案の緊急情報へのワクチン情報の掲載につきましては、主に感染者情報を掲載し

ておりますが、今後は関係部署と連携し、ワクチン情報の緊急度を勘案し、掲載してまいり

たいと考えております。引き続き、市民の皆様が安心してワクチンを接種できるよう、関係

部署と連携し、分かりやすい情報発信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） 渡邉雅人議員。 

〔６番 渡邉雅人議員 登壇〕 

○６番（渡邉雅人議員） それぞれご答弁をいただきましてありがとうございました。再質問

と要望をさせていただきます。 

  まず、パーキング・パーミット制度についてですが、アの認識については、この制度は健

常者による障がい者等用駐車区画の不適正利用の抑止や見た目では分かりにくい障がいのあ

るかたが利用対象者であることを明確にできると、そういった効果があると認識していると

いう内容でございました。イの導入に関しては、各種課題に関して国や県など、広域での整

理が必要と考えており、単独市町村で導入している事例や運用状況などを調査研究しつつ、

県の動向にも注視をしていくといったようなお話でございました。また、県に関してはお問

い合わせもいただいたということでありがとうございます。 
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  この県の動向についてという点でございますが、実は埼玉県議会の令和元年12月議会にお

ける一般質問の場で、パーキング・パーミット制度について取り上げられております。その

際の県の福祉部長は答弁の中で、都市部では利用対象者の人口が多く、敷地の制約もあるた

め、商業施設などで必要となる障がい者用駐車場を十分に確保することが難しい。県として

は、引き続き障がい者用駐車場の適正利用を進めるため、啓発活動を通じて県民への働き掛

けを強化していくといったような答弁があり、現時点も問い合わせいただいた時に導入の時

期は決まっていないというお答えだったようなんですけれども、その時の答弁を聞いてもで

すね、当時はかなり導入に向けて慎重な姿勢であるんだなということが感じ取れております。 

  実際に、当時は埼玉県だけではなく、東京都、神奈川県、千葉県といった首都圏の１都３

県ではパーキング・パーミット制度が導入されておらず、首都圏における導入には課題が多

いんだろうなということが推測ができます。 

  しかしながら、１問目でも申し上げたように令和３年７月には千葉県で導入がなされ、そ

うした課題も乗り越えているという事例も出始めております。県内で導入している自治体の

うち、川口市は大型の商業施設があることであったり、都内へのアクセスが良いこと、東京

外かく環状自動車道のインターチェンジがあることなど、共通点も多くございますので、是

非、川口市の取組を参考としてパーキング・パーミット制度の導入について前向きにご検討

をいただければと思います。この点は要望です。 

  次に、空き家バンクについてです。 

  アの今後の展望については、本市の空き家バンクに関して開設後の状況などをご説明いた

だきまして、空き家バンクを介さず民間の不動産会社を通じて取引が成立するケースが多い

であったりとか、そういったような状況でなかなか進んでいないんだというようなお話もご

ざいました。そうした中でも、空き家バンクの必要性や役割の重要性に対する認識はお持ち

であって、今後本市においても空き家バンクを機能させていく必要があるというような内容

だったと思いますので、この点には是非より一層のご注力をいただきたいと思います。 

  そこで、１点、再質問ですが、１問目でもご紹介した国土交通省の資料では、空き家バン

クを推進していく上での自治体の役割の重要性として、補助金のほかには空き家等所有者へ

の利活用に係る啓蒙活動と空き家等所有者に対しての安心感、信頼感による空き家情報の掘

り起こしが上げられており、このうち啓蒙活動についてはご答弁の中で周知に努めていくと

いった内容がございましたので、もう一つの空き家等所有者に対しての安心感、信頼感によ

る空き家情報の掘り起こしについて、今後どのように働き掛けていくのか、このご展望をま
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ちづくり推進部長にお伺いをいたします。 

  次に、イの補助金については支援策を実施するには、まずは実態把握を行い、関係部署と

連携を図りながら補助制度を含めた支援策を検討していくと、こういった趣旨のご答弁であ

ったかと思います。この点に関しては、ご紹介した高岡市に限らず、様々な自治体がそれぞ

れの地域事情に沿った補助制度を実施しておりますので、こうした先進事例も参考にしてい

ただければと思います。この点は要望です。 

  次に、コロナ禍における情報発信についてですが、アの原因に関してはプロセスが十分に

浸透していなかったであったり、あとは統一性に関する意識の共有が不足していたことなど

が原因であると。また、プッシュ通知を伴うメール配信、ツイッターなどについては登録を

している市民に対しての配慮ですかね、そして発信情報の選別を行っていたというご答弁で

ございました。 

  もちろん、何でもかんでも発信をすればいいというものではありませんが、プッシュ通知

を伴うメール配信やツイッターは市民が自らその媒体からの情報が欲しくて登録を行ってお

り、基本的にそうした通知が来ることは、むしろ望んでいるというかたのほうが多いと思い

ます。どうしても音が鳴ってはいけない時などは、携帯電話であればマナーモードにもサイ

レントモードにもできますし、ツイッターであれば通知が来ないように設定をするといった

ことも可能です。配慮をした結果、必要な情報が届かないという事態を招かないよう、積極

的な情報発信を今後は心掛けて、またそうした認識を共有して進めていかなければと思いま

す。この点は要望です。 

  そして、イの今後についてはアの原因で上げていただいた点について、全庁的にその必要

性を共有し、情報発信を進めていっていただけるといったご答弁であったかと思います。

日々状況が変化するコロナ禍において、市民が求めている情報の整理、重要度の精査という

のは非常に大変な作業であるかとは思いますが、今後より一層の分かりやすい、かつ迅速な

情報発信に努めていただきますようお願いを申し上げます。 

  また、今年度の当初予算では、これまで以上に必要な情報を分かりやすく閲覧できるよう

にしていくためとして、市ホームページ改修事業が計上をされております。例えば、ご答弁

でおっしゃられていた緊急情報のスペースへの掲載が記事の件数が限られていると、こうい

った点に関しては緊急情報へ掲載した記事の一覧へのリンクを貼り付けるなど、改善が可能

かと思いますので、この点は広報課とも十分連携をとっていただいて、改善を進めていただ

ければと思います。この点も要望です。 
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  以上で、２問目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 渡邉雅人議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  松本義博まちづくり推進部長。 

〔松本義博まちづくり推進部長 登壇〕 

○まちづくり推進部長（松本義博） 再度のご質問にお答えいたします。 

  空き家等の所有者に対しての安心感による空き家情報の掘り起こしについて、今後どのよ

うに働き掛けていくのかというご質問だったと思いますが、私どもが空き家等の所有者から

のご相談に対応する中で、知っている不動産事業者がないなどの理由で、直接民間の不動産

事業者へ相談を行うことを躊躇するといったかたが一定数見受けられます。 

  空き家の利活用に関する相談窓口につきましても、空き家に関する相談をすることに不安

を感じておられるかたに対し、まずは市が窓口となることで不動産取引への不安感の軽減に

つなげていこうとするという取組でございます。空き家バンクにつきましても、利用者の不

安感を軽減しようという考え方は利活用相談窓口と変わるものではございませんので、今後

も引き続き空き家所有者のかたが安心して利用できるように、丁寧な情報発信を行うととも

に、気軽に利用してみたいと思えるような空き家バンクの運用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） 以上で、渡邉雅人議員の質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○副議長（佐藤睦郎議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

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

 

◇ 加 藤 英 泉 議 員 

○副議長（佐藤睦郎議員） 通告第９、15番、加藤英泉議員。 

〔１５番 加藤英泉議員 登壇〕 
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○１５番（加藤英泉議員） 通告に従い、順次質問をさせていただきます。 

  昨年１年間の全国の免許証返納者は51万7,000人でありました。私は、昨年の６月定例議

会におきまして、高齢者のワクチン接種や通院、買い物など、交通弱者救済のためにタクシ

ー券を配付するのも一考の余地があるのではないかと一般質問の中で提案をさせていただき

ました。本年１月24日の臨時議会におきまして、タクシー券の配付事業案が可決され、タク

シー券を受け取ったかたからは、三郷市もやってくれたという謝意が届いております。 

  それでは、質問に入ります。 

  １、行政問題。 

  ２月25日に発表された人口動態統計速報値によりますと、2021年の出生数は前年比約３万

人減の84万2,897人でありました。６年連続の過去最少更新が示すように、少子高齢化によ

る人口減少を食い止めるために、各市町村は子育て支援の充実、観光事業等の充実を図り、

移住・定住促進の進捗に余念がありません。 

  そこで、１、魅力度向上のための各事業の集中について。 

  市内商工業の振興、市内経済の活性化を図るために、三郷市ならではの特性や環境資源を

活用し、市周辺からも集客する都市型観光等を推進するためには、企画調整課で行っている

江戸川交流拠点活用事業、みさと船着場フェスティバルやまちづくり事業課が主体の三郷中

央地区にぎわい創出事業などイベント関係の各事業を商工観光課に移管し、人・物・金を集

中させることによりダイナミックな運営ができますので、観光資源の見直しや発掘で新たな

観光等を創造していくことができ、生き生きとした三郷市が見いだせるのではないかと考え

ておりましたところ、令和４年度商工振興費の中に江戸川河川敷を活用し、観光振興施策を

検討する観光振興事業として512万円が予算計上されました。計画策定業務の委託料で、国

や県、市、地域住民、民間事業者等でマッチングし、江戸川の河川空間の利活用を進めると

いうもので、これは三郷市の観光産業創出をする第一歩であり、前述の事業等の商工観光課

への事業移管には、正に渡りに船であると考えます。そして、観光協会の充実が更に図られ

るものと考えます。イベント関係の事業移管とその集約、集中について伺います。 

  ２、送迎保育ステーションの増設について。 

  ４月から送迎保育事業も改善され、送迎保育施設が従来より３か所増え16施設に、送迎ル

ートも１ルート増え３ルートに、送迎保育ステーションも２か所になりますが、送迎ステー

ションの２か所目についても三郷中央駅での増設であります。送迎ステーション設置につい

ては、子育て中で通勤での三郷駅利用のかたや早稲田地域、三郷駅近辺にお住まいの父兄の
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方々からも以前より要望があります。子どもを迎えに行くまで一時的にせよ、ステーション

で預かってもらえることは帰りの電車を１本乗り遅れた場合などは親の気持ちとして、その

安堵感は計り知れないものがあります。父兄の負担軽減、利便性のためにも、また市長の施

政方針の中でも質の高い教育と切れ目のない子育て支援の強化の送迎保育事業では、更なる

充実を図るとも言われました。住みやすさを強調している三郷市であります。３か所目の送

迎保育ステーションを是非、三郷駅近辺に早期に設置されることを要望いたします。 

  ３、図書館の新設について。 

  日本一の読書のまち推進事業として、多世代市民による主体的な読書活動を推進するとし

て、ふれあいブックサポーターやふれあいブックワゴン、ふれあい文庫のふれあいトライア

ングル事業を展開しており、読書の奨励やきっかけづくり、利便性には有効だと評価できま

すが、三郷市の読書、勉学の環境は決して良くありません。図書に関しては、欲しい本がな

い、書籍数が少ないなどの市民の不満も多く、また書店と言えるのはピアラシティのスーパ

ーにあるくらいのため、書籍等の購入はおおたかの森に出向いている人が多いと聞きます。 

  日本一の読書のまちを標榜している三郷市です。質の高い教育、文化、教養、学問のレベ

ルアップは図書館の利用によるところが大きく、また図書館は進化し続けるテクノロジーが

人々の生活を豊かにしていくというＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）発信基地と

なり得るところでもあります。 

  さいたま市立大宮図書館は、開館から２年10か月で入館者200万人を達成したという報道

がありました。人口の多さもありますが、一月５万9,000人、１日当たり約2,000人の来館者

数であります。駅近の立地は魅力でありますので、是非とも市民の負託に応えるためにも三

郷中央駅に新設していただきたいと考えます。 

  ４、県人会の立ち上げについて。 

  新型コロナウイルス感染流行後、外出自粛が浸透してきて、それにつれてコミュニティも

希薄になりつつあります。市民の連帯意識も遠のいてきている中、ポストコロナを見据え、

市民の気持ちが一体となるよう、地域コミュニティの一層の充実を図るため、47都道府県の

県人会を立ち上げてはどうかと提案させていただきます。 

  三郷市の人口も14万人を超え、転入してきた市民の方々の出身地も全国区となっておりま

す。最初は少数かもしれません。県人会の中心となる協議会なり連合会なりを立ち上げ、都

道府県の出身者による地産品の販売や地方芸能の発表などのイベントを開催し、全市的なも

のとしていく。その立ち上げに個人や町会などが先頭に立つには時間と負担が大きく、まと
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めるには市の声掛けなどが有効であり、立ち上げだけでも先頭に立ってくれることが早くま

とまりますので、要望する次第であります。 

  ２、開発問題。 

  １、三郷駅南口周辺交通環境調査検討について。 

  三郷駅周辺の再開発について、何度も要望してまいりましたが、ファイブ・ハート構想以

来、40年ぶりに令和４年度の主要な事業として500万円の予算が計上されました。土地区画

整理支援事業として、三郷駅南口周辺の交通環境改善に向け調査検討を行うというものであ

ります。現在、三郷駅南口のワオシティ跡地において既存建物の基礎杭を抜く作業も終わり、

間もなく新たな大型店舗の建築工事も始まり、来年秋頃には食料品店舗をはじめとして新た

な展開が見られると思います。また、同じ敷地内に196世帯のマンションの建築工事も行わ

れようとしております。これらの建物が完成の暁には、交通事情も大幅に変化してくるでし

ょうから、これらの工事も考慮して調査検討の域を超えて跡地の工事などと同時並行的に設

計と工事を行うことが理想の姿だと思います。そのためには、全部外部委託や委任をせず、

職員のかたが先頭に立って周辺住民や開発業者、警察等と話し合いや交渉をもっていけば、

良い評価や結果が得られると思います。 

  ２、市街化調整区域における店舗の用途変更について。 

  県道上笹塚谷口線の幸房にあります和食の飲食店が昨年から閉店しておりました。今年に

なり、屋根、柱と壁の一部を残し、リフォームをしておりましたが、リフォーム後は用途が

変更されて建設機械のレンタル店舗となっております。当区域は建築物の建築が制限されて

いる市街化調整区域であり、都市計画法に適合する建築物以外は建築することができません。

建設機械のレンタル店舗は都市計画法第29条に規定する公益上必要な建築物の図書館、博物

館、公民館等にも該当せず、都市計画法第34条１号に規定する市街化調整区域に居住してい

る人の日常生活のために必要な物品を販売する店舗や沿道施設の給油所、休憩施設、また当

該区域の周辺の地域において居住している者の用に供する公益上必要な建築物である学校、

社会福祉施設、医療施設、そして都市計画法第34条２号に規定する観光資源の有効な利用上

必要な建築物と、いずれも該当しません。 

  このように、法に照らしてもできないはずの用途変更が交通量が多く、目立つ場所で堂々

と行われております。このような場合、役所の職員が交渉に赴き、指示に従わなければ赤紙

を貼って使用禁止の措置を取り、原状回復か除却の指導をすべきでありますが、役所として

状況をどの程度把握しておられるのか。また、その対応をどうされておられるのか。このよ
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うなことが許されれば右に倣えで、まだ三郷市は50％の市街化調整区域があります。この乱

開発にはずみがついてしまいます。市は、このまま見逃してしまうのか、やめさせるのか、

経緯を含めて措置を、また対応を伺います。 

  ３、環境問題。 

  １、大場川の水質浄化について。 

  市内を流れる大場川は、三郷放水路を境に水質が二分され、これは放水路下の伏せ越しの

影響で、放水路下流の水質は良いとは言えませんが、上流の数倍の水質を保っております。

放水路上流は、丹後橋付近まで汚濁状態で大雨が降っても浄化されることはありません。平

成27年のまちづくり方針で、水と緑を大切にした環境にやさしいまちづくりとして、河川等

の水質改善をうたい、現在でも予算等にしている合併処理浄化槽への転換促進はとても大切

な事業で進捗を見せておりますが、殊、その排水を受け取る側の大場川は７年たっても全く

変わりません。 

  大場川は一級河川で、大部分は埼玉県土整備事務所の管理ですが、県土事務所が複雑で管

理しにくい川と言っているように、新和二丁目の三郷放水路から新和四丁目までの200メー

トルの区間は国土交通省の管理となっています。県土事務所では、放水路を伏せ越しする上

流部にフローティングネットを設置し、流下するごみを捕捉し、定期的に回収処分を行って

いるということですが、ごみの回収だけでは解決しない状況、状態にあります。大場川の浄

化は汚泥のしゅんせつしかないのではないかと思います。三郷市から県に強力な働き掛けを

していただき、水質浄化を早めていただくよう要望いたします。 

  以上で、質問を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 加藤英泉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） 加藤議員のご質問にお答えいたします。 

  １、行政問題の２、送迎保育ステーションの増設についてについてお答えいたします。 

  送迎保育事業は、送迎保育ステーションと市内の指定保育施設を専用のバスで結び、安

全・安心に児童を送迎する事業として平成25年４月から開始いたしました。本市は、三郷中

央地区において子育て世代の転入が増加していることなどから、三郷中央地区を中心として

保育施設を整備してまいりましたが、居住地から離れた保育園に入所する場合や希望いただ

く保育園の選択肢を増やすことでの待機児童対策の観点も踏まえまして、送迎保育事業の拡
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充を検討したところでございます。 

  令和４年４月から、新たにみさとしらゆり第二保育園内に送迎保育ステーション１か所と

送迎バス１台を増設するとともに、ルート再編と送迎する対象施設を３施設増やし、利便性

の向上に努めるところでございます。 

  三郷駅前に送迎保育ステーションの増設についてでございますが、子どもを安全に預かる

ことのできる施設と送迎バスの待機場所の確保、また保育士の確保など増設するためには

様々な条件があり、課題への調整も必要となります。まずは、４月からの送迎保育事業の利

用状況などを分析するとともに、今後の児童人口の推移や送迎保育ニーズ等を見極めてまい

ります。 

  次に、行政問題の３、図書館の新設についてお答えいたします。 

  本市は、令和３年度からの５か年を計画期間とする第２次日本一の読書のまち三郷推進計

画に基づき、各種の読書施策を推進しております。計画のキャッチフレーズでもある「日本

一本とふれあえるまち」の実現のため、市内の３つの図書館と４つの図書室、におどりプラ

ザ内の予約図書受取カウンターを約1.5キロメートル圏内に配置し、ネットワークで結ぶこ

とにより、どの施設でも資料の受け取りや返却を可能としております。 

  令和２年度には、新たに「ふれあいブックワゴン」を導入し、図書館、図書室への来館が

難しい方々にも本市が所蔵する図書資料を活用していただいていることから、今後も充実を

図ってまいります。 

  また、市内の自動車販売店や病院、公共施設等にふれあい文庫を設置することで、家庭に

眠る本の活用と市民の身近な読書の場の確保にも努めております。加えて、電子図書館の充

実のために１万点を超える電子書籍をそろえ、コロナ禍における市民の読書ニーズに対応し

ているところであります。 

  このように、市内のどこでも本と出会える環境を整備することで、三郷市全体を大きな図

書館と捉え、高齢者や交通弱者を含めた全ての市民が等しく本に親しむ機会を提供しており

ます。今後も、第２次日本一の読書のまち三郷推進計画を進めることで、より一層の読書活

動の充実と更なる利便性の向上に努めてまいります。 

  次に、２、開発問題。２の市街化調整区域における店舗の用途変更についての総論につい

てお答えをし、詳細については担当部長をして答弁いたさせます。 

  市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域における開発許可は、都市計画法第34条各

号に掲げられた建築物に限定されており、良好な宅地水準の確保とともに、土地利用の適正
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立地を図る機能を担っております。 

  本市の都市計画といたしましては、市域の約半分が市街化調整区域であり、その区域内で

の開発許可を受けた分家住宅や沿道サービス店舗などの土地利用が図られております。店舗

の用途変更につきましては、都市計画法の許可基準に基づき、限定された建築物への用途変

更のみを許可しておりますが、適合しない用途の建築物に対して是正指導を行っており、今

後も適正な土地利用が図られるよう努めてまいります。 

  最後に、３、環境問題。１、大場川の水質浄化についてお答えいたします。 

  本市では、第５次三郷市総合計画におきまして、河川浄化意識の向上による快適な河川環

境の実現を図ることとしております。大場川におきましては、大場川浮上ごみをなくす会の

皆様により、清掃活動が実施されており、その活動は環境大臣から環境省地域環境美化功績

者表彰を受賞するなど、長年にわたるご尽力に感謝いたすところでございます。 

  大場川のごみにつきましては、河川管理者である埼玉県により定期的に回収されておりま

すが、いまだに多くのごみが浮遊していることも確認しております。引き続き、議員のご提

案も含め、大場川の河川環境の向上について埼玉県に要望してまいります。 

  また、市といたしましても清掃活動などの市民との協働事業や啓発活動による水辺環境の

美化を進めるとともに、合併処理浄化槽への転換や公共下水道の整備促進による河川の汚濁

防止や水質向上に努めてまいります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 日暮義一企画政策部長。 

〔日暮義一企画政策部長 登壇〕 

○企画政策部長（日暮義一） 私からは、行政問題の１、魅力度向上のための各事業の部署集

中についてお答えいたします。 

  市が主催や共催、後援等をしている各種イベントについては、それぞれの事業目的を所管

する所属において担当しており、各事業の目的や今後の方向性等を踏まえ、庁内連携を密に

図り、イベント開催の効果が高められるように努めているところでございます。 

  加藤議員ご指摘の江戸川交流拠点活用事業、みさと船着場フェスティバルは三郷緊急用船

着場の周知と市民交流拠点の創出を図ることを事業目的とし、併せて三郷緊急用船着場周辺

を含むレクリエーション核としての検討のため、企画政策部企画調整課が担当しており、三

郷中央地区にぎわい創出事業は三郷中央地区の魅力アップ、地域住民の交流、コミュニティ

の創出及びつくばエクスプレスの利用の促進を図ることを事業目的とし、三郷ハロウィンフ

ェス、三郷春まつり、三郷ハワイアンフェスを主催する三郷中央にぎわい創出実行委員会の
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事務局を務めるまちづくり推進部まちづくり事業課が担当しているところでございます。 

  市内商工業の振興や観光の一側面を捉えますと、商工業の振興や観光を所管する部署にイ

ベントを集約し、人材や予算を集中させ、より一層観光資源の見直しや発掘等を推進してい

くことも一つの方法かと存じます。 

  先ほど、加藤議員より令和４年度の観光振興事業についての話もございましたが、各イベ

ントが開催された経緯や背景、主体となりイベントを運営している団体と市の担当部との関

係性等を考慮するとともに、各事業の目的を踏まえ、引き続きより良い組織運営体制を検討

してまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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） 加藤議員の１、行政問題、４、県人会の立ち上げについてお答

えいたします。 

  ふるさとを愛する気持ちを深め、同郷の方々が親睦を深めることを目的に全国各地で県人

会が結成され、市内には福島県人会があり、120名ほどの会員がいると聞き及んでおります。

三郷中央駅近くのにおどり公園内には、三郷市福島県人会の記念碑が建立され、そのそばに

記念樹のベニシダレザクラが植えられており、毎年春には訪れた人々を楽しませております。 

  市内のイベントでは、例年11月に開催される産業フェスタでは、友好都市の安曇野市や三

郷町の特産品の販売や三郷市民まつりで東日本大震災の被災地、気仙沼市を支援する物産展

といったふるさとの味覚を提供するイベントを開催し、いずれも盛況でございました。 

  そのほか、八潮市でも様々な県人会のかたが集い、地産品の即売イベントの開催により、

まちの活性化を図っていると聞き及んでおります。 

  このようなまちの催し物をきっかけに、本市でも同郷のかたが集い、ふるさとへの思いが

募れば、地域コミュニティの輪や安全・安心の取組などにつながるものと考えております。

取組の支援に当たり、現在どのような県のかたが市内に何人いらっしゃるのか、また活動の

意向があるのかなどについても把握ができていない状況でございます。 

  したがいまして、今後はポストコロナを見据えた中で、他市の事例を踏まえ、ふるさとの

情報交換などを通じて交流を支援するためのきっかけづくりや地域活動につながる人材発掘

などに努めてまいります。 

  以上でございます。 
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○副議長（佐藤睦郎議員） 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、開発問題について順次お答えいたします。 

  初めに、１、三郷駅南口周辺交通環境調査検討についてにつきましてお答えいたします。 

  三郷駅周辺は、第５次三郷市総合計画におきまして近隣型の商業・業務機能を集積する地

域拠点として地域の生活機能の充実など、利便性の向上や地域の活性化の核となる拠点づく

りを目指すものとして将来都市構想に位置付けられております。 

  こうした中、土地区画整理事業完了後、約40年が経過する三郷駅南口周辺地域においては

現在、ワオシティ跡地で民間の開発事業が進められているなど、都市環境の変化が見られま

す。これらの様々な動向を踏まえて交通環境における課題を整理するとともに、駅南口周辺

地域の利便性向上を目指し、バス停留所の再配置や歩行者と車両の動線など、交通環境改善

に向けた調査検討を行うものでございます。 

  今後といたしましては、地元地権者などからのご意見やご要望を踏まえつつ、当地域にお

ける改善点の調査検討を行うとともに、民間の開発事業に合わせた短期的なまちづくりの内

容や中長期的なまちづくりの内容について検討した上で、地域活性化のための拠点づくりに

努めてまいります。 

  続きまして、２、市街化調整区域における店舗の用途変更についての詳細についてお答え

いたします。 

  議員ご質問の内容につきましては個別な案件になることから、一般的な店舗の用途変更に

ついてお答えいたします。 

  市街化調整区域における開発許可は、議員のお話にもございましたが、都市計画法第34条

の各号に掲げられた建築物に限定されており、そのうち店舗については日常生活に必要な物

品の販売店舗や飲食店、また幹線道路に面した箇所ではドライブインやコンビニエンススト

アなどの沿道サービス店舗の立地が可能となります。店舗の用途変更につきましては、新規

でも立地可能な店舗への用途変更や工事完了後、20年以上経過した店舗について建築基準法

に規定された第２種低層住居専用地域に建築することができる建築物への用途変更が可能と

なります。本市では、許可基準に基づき適正な建築物への用途変更のみを認めておりますが、

適合しない用途の建築物に対しては現地調査や聞き取りなどを実施し、是正指導を行ってお

り、今後につきましても適正な開発許可の手続を行ってまいります。 

  以上でございます。 
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○副議長（佐藤睦郎議員） 加藤英泉議員。 

〔１５番 加藤英泉議員 登壇〕 

○１５番（加藤英泉議員） それぞれご答弁ありがとうございました。 

  市長のほうからは、送迎保育ステーション、こちらのほうの重要度については十分なご認

識をいただいていると思いますけれども、保育士とか場所とか、いろいろ課題は上げられま

したけれども、地元をよく調査していただいて、また地元の協力も、保育士を辞めたかたと

かいらっしゃいますので、十分間に合うと思いますので、是非ご検討を再度要望させていた

だきます。 

  また、図書館につきましては前回も同じ三郷市は1.5キロの範囲に図書館が散らばってい

るというお話ですけれども、図書館の絶対数が足りません。早稲田図書館あるいは北部図書

館ですら、蔵書が多いところでも15万冊ということであります。先ほどは、大宮図書館のお

話ししましたけれども、最新のところのお話ししますと岡山県立の図書館、岡山の駅前にあ

りますけれども、こちらは年間76万人の利用があるということであります。蔵書が70万冊と

いうことで、30万冊は表に出ています。40万冊の在庫はオートメーション化されていますの

で、裏のほうに置かれていると、それを受付でその本が欲しいんだけどと言いますと、番号

を押しますと、２、３分でコンベヤに載せて本が出てくるというような最新型の方法を取っ

ているところもあります。こういうところもございます。 

  いかんせん、それにしてもですね、ちょっと私は蔵書、足りないというふうに思いますの

で、やはり三郷市に転入してきたかたの意見聞きますと、本屋さんがない、それから本が少

ないということは必ず言われますので、是非この辺やはり三郷市の教育・教養・文化という、

これをレベルアップするには図書館を利用してもらうのが一番いいんじゃないかと思います。

是非とも考えていただきたいというふうに思います。 

  それから、大場川の水質浄化です。こちらのほう、川の汚れは家庭排水が70％だと言われ

ております。三郷市は合併処理浄化槽でかなり調整区域、下水の入っていないところは浄化

槽できれいにしてもらっていますけれども、やはり大場川の現状はひど過ぎます。水鳥も寄

り付かないような状況にあるんじゃないかと思いますので、是非とも浄化を急いでいただき

たいというふうに思います。 

  それから、ちょっと前後しちゃいますけれども、行政問題の１の魅力度向上のための各事

業ということであります。こちらのほう各部署に分かれて今事業をしています。そういう中、

やはり今観光協会が立ち上がっていますので、是非、観光協会を前面に出していったら、ま
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とまりやすいんじゃないかというふうに思います。まだまだ三郷市、縦割り行政が多いです。

是非ともこれを観光協会、商工観光課のほうに統一していただいてやっていただければ、な

お前進するのかなというふうに思います。 

  あと、県人会の立ち上げですけれども、ポストコロナということで、やはりここまできま

すと後は市民の心のよりどころ、これを大切にしていったら三郷市、なお市民の気持ちがま

とまれるんじゃないかということで、立ち上げに協力をしてほしいと要望させていただきま

した。是非、気が付いたところでやっていただければ、ありがたいなというふうに思います。 

  それから、開発問題でありますけれども、まちづくりさんのほうで今回、実のところ幸房、

先ほど言いましたレストラン、あそこが建設の重機になりました。私は28日、一般質問の内

容を開発指導課のほうに説明をさせていただきました。そうしましたら、開発指導課のほう

ですぐ交渉に立ち上がっていただきました。結局、昨日ですか、建設機械のメーカーさん、

看板を下ろして撤退されました。そういうことがありますので、やはり市のほうもピシッと

やれば分かる会社はきちんとやってくれる、そういうふうに思いますので、今回特に早目に

動いていただいた、それが奏功したんじゃないかというふうに思います。これで三郷市の乱

開発も少し防げるかなというふうに思います。大変、開発指導課の方々は頑張っていただい

たと思います。ありがとうございました。 

  以上で質問を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 以上で、加藤英泉議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 佐 藤 智 仁 議 員 

○副議長（佐藤睦郎議員） 通告第10、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） それでは、通告に従いまして順次一般質問を始めたいと思います。 

  まず、初めに取り上げたい問題としましては、１の交通問題になります。 

  １、沿道車両に対する交通ルールの周知についてです。 

  近年、電動付きアシスト自転車などの需要が伸び始め、筋力が低下した高齢者でも負担な

く移動ができるような乗り物が普及してまいりました。そうした中で、電動バイクなどの需

要も今後期待されてきております。これは環境問題への配慮があるからでございます。 
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  しかし、まだまだ住民の多くの人々が、この内容についてよく分からない状況もあると思

われます。特に、交通問題に関しては、そういった乗り物を乗る際にどういった法律が該当

しているのか、そういったことを是非周知していく必要があるのではないかという観点から、

今回取り上げさせていただきました。 

  例えば、道路交通法では第71条に運転者の順守事項が定められております。そして、その

区分は第84条に道路運送車両法などにも詳細な内容が記載されております。こういった内容

について、少し詳しくどのようになっているのか。また、条例や規則の整備状況については

どのようになっているのか、この点について市民経済部長に伺います。 

  続きまして、２の信号機がない横断歩道対策について取り上げさせていただきます。 

  近年、信号機のない横断歩道について歩行者が渡ろうとしていても、９割以上の車が一時

停止しない問題などが取り上げられております。これは2016年に一般社団法人の日本自動車

連盟の調べで明らかになっております。横断歩道は原則として歩行者優先で、車には減速義

務や停止する義務があります。この点については、道路交通法の38条の横断歩道における歩

行者優先で、横断歩道に近付いた車両は横断する歩行者がいないことが明らかな場合のほか

は、その手前で停止できるように減速して進まなければならない。さらに、横断歩道を横断

しようとする歩行者がある時は、横断歩道の直前で一時停止し、かつその通行を妨げないよ

うにしなければならないと定められております。 

  しかし、実際にそれを守るドライバーは少なく、信号機がない横断歩道は歩行者にとって

も渡りづらく、特に高齢者や子どもたちが危険だと感じる場所になっております。特に交通

事故が多いのは夕方、日が暮れる時間帯、車両が歩行者の横断していることに気付きにくい

ことが事故原因につながっております。 

  こうした事例を防ぐべく、先進的な取組としては例えば愛知県の豊田市は押しボタン式横

断者明示標識、製品名がぴかっとわたるくんを四郷町や山之手、宮上町、豊田市駅周辺市内

の４か所に新たに設置し、運転者に横断歩道での歩行者優先の交通ルール遵守を促しており

ます。この詳細は、上部にソーラーパネルを設置して、電源確保が不要であり、押しボタン

式の信号機よりも低コストで設置が可能になっております。また、ＬＥＤ標示板を活用する

ことで認識しやすく、運転者も注意喚起することができるものになっています。こうした対

策を講じることにより、車両が歩行者の存在に気付き、安心して車両を停止させることで横

断歩道横断時の円滑化が図れることが期待されます。 

  三郷市においても同様に、三郷市郵便局の周辺にお住まいの皆さんからもご要望が出てい
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るところであります。こうしたものを導入して、さらなる交通安全の推進に努めていただき

たいと考えますが、市民経済部長にご見解をお伺いいたします。 

  次に取り上げたい問題が２の教育問題であります。 

  詳細な項目として、１、教員のスキルアップ研修についてであります。 

  文部科学省では、教員免許更新制に関し、免許状の更新講習の修了確認期限または免許状

の有効期間の満了日が本年の３月31日に到来した現職員の修了確認期限等経過後の免許状更

新講習の修了確認状況等に関して調査されました。教員免許更新制は、その時々で求められ

る教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けること

で教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものであり

ますが、各自治体からは教員の負担軽減について、この制度の見直しが必要ではないかとい

う意見も出ております。 

  昨今においては、三郷市におきましても令和３年６月定例会において、教員免許更新制の

廃止を求める意見書が提出されました。今回質問の中では、主にこの教員免許更新制とは別

の課題について触れていきたいと考えます。 

  令和２年４月から、私立高校への就学支援金が大幅に拡充されました。私立学校への教育

関心、つまりニーズが高まっている中で課題となるのが公立学校における教育の質の向上で

あります。文部科学省の令和２年度学校基本調査によりますと、大学等へ進学する学生が増

える中、塾などに通う子どもたちも多くなってきているように思われます。そうした中で、

公立小・中学校における教育の在り方が重要な役割を持っております。つまり、教員のスキ

ルアップを図り、教育の質の向上につなげていくことが重要だと私は考えているわけであり

ます。 

  教員のスキルアップ研修については現在、文部科学省においてＧＩＧＡスクール構想に基

づき、１人１台の端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な

支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのないよう、公正

に個別的成果、資質能力が一層確実に育成できる教育環境を実現する取組がなされてきてお

ります。これによって、これまでの我が国の教育実践と最先端のベストミックスを図ること、

教師、児童・生徒の力を最大限に引き出すことにつながっております。 

  しかし、ＧＩＧＡスクール構想のみに関わらず、ふだんからの教員スキルアップが子ども

たちの教育には欠かすことができません。文部科学省の子どもの学校外での学習活動に関す

る実態調査報告によりますと、昭和60年代に比べて塾などに通う子どもたちも増えてきてい
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るように見られます。 

  そうした中で、世帯年収別の中学受験に関わる補助学習費の実態調査の世帯の年収段階別

構成比、これは文部科学省で平成30年度に出されておりますが、年収400万円未満の場合、

公立中学校に通う子どもたちの14.2％、私立中学校の3.9％になっています。年収が1,200万

円以上の場合は公立中学校に通う子どもたちの5.4％が、私立中学校の35.5％というふうに

なっています。 

  このデータは、保護者の収入に応じて何らかの学校外での学習活動が行われている状況を

示したものであります。保護者の中には、塾に関わる費用を支出したいが、子どもたちの現

状に応じて様々な考え方があると思われます。より充実した子どもたちの教育環境を行政側

から教育格差の是正に努めていく必要があると考えられます。 

  つまり、塾に行かなくても自宅で家庭学習を自分で進められる、そういった子どもたちを

育成していくためにも、教員のスキルアップが必要不可欠であり、そうした教育体制づくり

が課題にあると言えるのではないでしょうか。 

  そこで質問でありますが、現在行われているＧＩＧＡスクール構想以外にどのような取組

が行われているのか、学校教育部長にお伺いいたします。 

  続きまして、３、労働問題についてです。 

  １、労働安全衛生規則の一部改正について。 

  労働安全衛生法では、第１条に「この法律は労働基準法と相まって労働災害の防止のため

の災害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる」と、その

防止に関する総合的、計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健

康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする内容が記載され

ております。それは、健康の保持増進のための指針の公表等によって、第70条の２「厚生労

働大臣は、第69条第１項の事業者が講ずるべき健康の保持増進のための措置に関して、その

適切かつ有効な実施を図るための必要な指針を公表すること」というものになっています。

２では、「厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等

を行うことができる」としております。 

  事業者の講ずる措置としては、第71条の２に「事業者は、事業上における安全、衛生の水

準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより快適な職場環境を形

成するように努めなければならない」と、その詳細は第１に作業環境を快適な状態に維持管

理するための措置、第２に労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置、
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第３に作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整

備。第４に第３号で取り上げたもののほかに、快適な職場環境を形成するため必要な措置と

なっています。 

  また、この快適な職場環境の形成のための指針の公表等については、第71条の３として

「厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずるべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するもの」となっており、２項によっ

て「厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行う

ことができる」となっています。 

  今回は、節電の在り方と休憩中の過ごし方と労働環境がこれに当てはまるのか、確認の意

味を込めて質問させていただきます。 

  初めにご紹介したいのが空間と明るさの心理的効果についてであります。例えば、北欧で

は日照時間が短いことから灯のある空間を重要なものと位置付けています。鬱病などの改善

と精神的な効果などについても触れられているようであります。また、民間企業などのオフ

ィスにおいてはインテリアデザインのもたらす心理的な効果があると結果も散見できます。

よって、こうした観点からも職場内における照明の明るさが持つ意味合いが重要になると考

えられます。市においては、どのような配慮がなされているのか、総務部長にお伺いいたし

ます。 

  続きまして、４、道路環境の向上についてです。 

  １として、大場川のフェンスの設置についてです。 

  大場川は、三郷市を南に流れ、中川の東側、二郷半領用水と江戸川の間を通る三郷市放水

路を伏せ越しで通過し、三郷市鷹野付近で整流する河川でありますが、埼玉県道の21号三郷

松伏線沿いに大場川との境にはフェンスが設置されておりますが、雨などにより錆びること

により老朽化に伴う劣化が見受けられます。 

  そこで、近年下水路を中心に新たにフェンスを設置、更新いただいておりますが、河川沿

いには埼玉県の所管になることから、市内においてもそろそろ安全対策を講じる必要がある

のではないかと思われます。こうした状況については、どのようなことがなされているのか、

建設部長に伺います。 

  ２として、併せて鷹野四丁目の水神橋のバス停についてであります。 

  水神橋バス停の停留所には下り車線に座席等がなく、待ち時間の間、ベンチを活用するこ

とができません。これまでも、地域のかたからは歩道の拡幅などご要望もいただいておりま
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すが、県との話し合いなど、その後変化はあったのでしょうか。これまでの経過について建

設部長にお伺いいたします。 

  以上で、１回目の質問を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 佐藤智仁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 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○副議長（佐藤睦郎議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

  佐藤智仁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） 佐藤議員の１、交通問題、１、電動車両に対する交通ルールの

周知について、２、信号機がない横断歩道対策につきまして、順次お答えいたします。 

  初めに、１、電動車両に対する交通ルールの周知についてでございますが、環境省におい

て2050年脱炭素社会を目指す取組の一つとして、自動車やバイクの燃料を従来のガソリンな

どから電気などへ転換させるゼロカーボン・ドライブを進めていることから、近年、電動バ

イクの需要が増えてきております。 

  そこで、従来のガソリンなどを燃料としているバイクとの違いが分かりにくいとのことで

すが、道路運送車両法では電動バイクは駆動モーターの定格出力で区分が分けられており、

原付１種は0.6キロワット以下で排気量で表すと50㏄、原付２種は0.6キロワット以上1.0キ

ロワット以下で排気量で表すと90㏄から125㏄、軽二輪は1.0キロワット以上で排気量で表す

と125㏄から255㏄以下としております。 

  なお、2019年12月の道路交通法の一部改正により、定格出力20キロワット以上の電動バイ

クに乗るには大型二輪免許が必要になり、運転免許区分では４つの区分に分けられました。 

  以上のことから、定格出力の区分については道路運送車両法及び道路交通法上で異なるこ

とから、正しく理解ができるよう関連部署と連携して適切な周知を検討してまいります。 

  次に、２、信号機がない横断歩道対策につきましては、道路交通法では信号機のない横断

歩道に歩行者がいる場合、車両は停止線前で減速し、一時停止しなければならないと規定さ
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れております。 

  しかし、2021年に日本自動車連盟が公表した調査結果によりますと、埼玉県内の車両停止

率は23.6％と前年の12.4％からほぼ倍増しましたが、全国平均の30.6％には届いていないた

め、横断歩道における車両の一時停止率の向上が課題となっております。 

  議員からご紹介がありました歩行者横断点滅機は、信号機のない横断歩道を安心して渡る

ための補助的な施設として有効であると考えますが、三郷郵便局前の県道上笹塚谷口線に架

かる三郷橋付近は複数年にわたる橋の架け替え工事が控えていることや、道路管理者が埼玉

県であることから、橋の架け替え工事等の進捗状況などを注視しつつ、市として可能な安全

対策を検討してまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 魚躬隆夫学校教育部長。 

〔魚躬隆夫学校教育部長 登壇〕 

○学校教育部長（魚躬隆夫） 佐藤智仁議員のご質問にお答えいたします。 

  ２、教育問題、１、教員のスキルアップ研修についてでございますが、児童・生徒が夢を

持ち、未来を切り開くことができるようにするためには、一人一人の学力を確実に伸ばす教

育を実践することが重要でございます。このため、教員は児童・生徒の実態を十分に把握し、

学習指導や生徒指導はもちろん、社会的ニーズに対応した最新の指導法を学ぶなど、常に研

究と修養が求められます。 

  教育委員会といたしましては、教科の指導法に関する研修や生徒指導研修、教育相談研修

等、様々な研修会を開催するほか、校内研修や経験年数に応じた個別の指導を行うなどして

教員の資質向上を図っております。 

  令和３年度は、配備されたタブレットＰＣを活用しまして、市内の教員のニーズに応えた

内容についてオンラインによる講義及び協議等を行う「三郷市アクティブ研修会」、この研

修会を11回実施しております。具体的には、教科指導法研修の算数科基礎講座や生徒指導研

修のいじめの認知及び未然防止の基礎についてなど、教員としての授業力の向上と専門性を

高める内容で実施してまいりました。今後も、教員に求められるスキルを高めるための研修

を実施しまして、児童・生徒一人一人の学力を確実に伸ばすよう努めてまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 
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○総務部長（島村 徹） ３、労働問題の１、労働安全衛生規則の一部改正についてお答えい

たします。 

  労働安全衛生規則につきましては、議員ご指摘のとおり労働安全衛生法の趣旨である職場

における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するための

具体的な安全基準や衛生基準を定めておりまして、同じく労働安全衛生法の実施基準を定め

た事務所衛生基準規則とともに令和３年12月１日に省令の一部が改正されました。 

  この改正により、事務作業における作業面の照度の作業区分の見直しが行われ、従来の３

区分から一般的な事務作業及び付随的な事務作業の２区分に改められ、照度についてはそれ

ぞれ300ルクス以上、150ルクス以上に基準が引き上げられ、令和４年12月１日から施行され

ることとなっております。 

  照度に関しましては、市役所本庁舎などにおいて法令に基づき、定期的に測定を行ってお

り、現行基準における普通の作業に該当する基準を十分に満たしているところでございます。

議員ご指摘の職場内における照明の明るさが持つ意味合いが重要であることは認識しており

ますので、今後におきましても法令による基準を満たすのみでなく、休憩時間も含め職員が

快適で働きやすい環境を整備するという視点に立ち、引き続き職員の健康と安全の確保に努

めてまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 相馬喜一建設部長。 

〔相馬喜一建設部長 登壇〕 

○建設部長（相馬喜一） 私からは、４、道路環境の向上について順次お答えいたします。 

  １、大場川のフェンスの設置についてでございますが、大場川は埼玉県で管理しておりま

す一級河川でございます。そのため、河川沿いに設置されておりますフェンスにつきまして

は、河川への転落防止などを目的として埼玉県が設置し、維持管理を行っております。 

  また、県では週１回程度、河川パトロールを実施しており、フェンスなどについて不具合

の箇所を発見した際には適宜修繕を実施していると伺っております。 

  議員ご質問の八木郷橋より少し上流側の鷹野一丁目地先に設置されている大場川沿いのフ

ェンスについて現地を確認しましたところ、フェンスの破損やさびなどによる老朽化が進ん

でいる状況でございました。大場川沿いのフェンスにつきましては、古い場所では設置後約

30年以上経過しているところもございますので、管理者である県に対してフェンスなどの修

繕について要望してまいりたいと存じます。 
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  次に、２、鷹野四丁目の水神橋のバス停につきましてお答えいたします。 

  主要地方道三郷松伏線の水神橋のバス停周辺でございますが、現地を確認しましたところ

三郷方面へと向かう県道西側の車線につきましては歩道が未整備となっているため、バス停

を利用されるかたは市が整備した蓋がけ水路の上などでバスを待つ状況でございました。こ

れまで、県では八木郷橋より南側の三郷松伏線の西側において歩道整備を進めておりますが、

八木郷橋より北側の水神橋のバス停周辺につきましても計画的に歩道整備を行っていただき

ますよう、県に対して要望してまいりたいと存じます。 

  また、バス停のベンチにつきましては、バス事業者がバス停の利用状況などを踏まえなが

ら設置していると伺っております。そのため、高齢者や障がい者のかたなど、誰もが安全で

快適に公共交通機関を利用できるよう、地域の皆様からいただいたご要望などにつきまして

も、関係部署と連携しながらバス事業者に対して情報提供に努めてまいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 佐藤智仁議員。 

〔８番 佐藤智仁議員 登壇〕 

○８番（佐藤智仁議員） それぞれご答弁ありがとうございました。それでは、再度にわたり

質問と要望をさせていただきたいと思います。 

  まず初めに、１の交通問題についてですが、電動車両に対する交通ルールの周知について

は、電動バイクの電動アシスト自転車などですね、こういったものにいろいろナンバープレ

ートなど、こういった取り付けをするような、実際としては東京都などでは先進的な取組が

行われているようでありますけれども、市としてのこういった対策としての準備状況はどの

ようか。 

  また、65歳以上のかたが自転車等に乗る際にヘルメットなど着用できるように、そういっ

た原則化を推奨している自治体もございます。この理由には転倒時の受け身の問題など、こ

ういったもので頭部を転倒の際、ぶつけてけがをされないように、そういったことが起こら

ないように配慮したものとなっております。 

  当市でも、条例や規則などの整備が必要ではないかと考えます。この点について、市民経

済部長に再度伺いたいと思います。 

  次に、２の教育問題。１の教員のスキルアップ研修についてでありますが、この間、少し

先進的な取組をしている自治体としては、子どもたちの不登校対策などとも連携している問

題でありますけれども、自主夜間中学校などの運営なども取組がなされている自治体もある
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そうです。そういった中で、公立の夜間中学校なども行われており、こういった中で自主夜

間中学校などでは民間のボランティアの人たちの協力を得て、教育委員会や任意の団体など

が実施する自主夜間中学や識字講座などの取組も行われているようです。 

  自主夜間中学の場合は、中学校の卒業証明書はもらうことはできないみたいです。しかし、

公立の夜間中学校の場合は卒業証明書ももらえるようになっているようです。この自主夜間

中学校は、全国で161の市区町村で1,533件の取組が行われているようであります。こうした

取組もある中で、やはりそこで指導をしていただく先生方のスキルアップについても必要で

はないかという観点から、今回質問させていただきました。 

  こういった取組もあるということについて、その認識などについてはどのようか、学校教

育部長に再度伺いたいと思います。 

  続きまして、３の労働問題になります。 

  労働安全衛生規則の一部改正については、了解いたしました。 

  そういった中で、三郷市におきましても働きやすい職場環境を整えていただいているとの

ご答弁であります。引き続き、職場内の環境整備にご尽力いただければ幸いでございます。 

  そこで、再度質問になりますが、労働安全衛生法には第一種衛生管理者等の資格を有する

人間が必要であると定められておりますが、こうした資格取得への支援についてはどのよう

になっているのか、再度総務部長にお伺いいたします。 

  ４の道路環境の向上については、この間、二問質問させていただきました。大場川のフェ

ンスの設置について、また併せて鷹野四丁目の水神橋バス停の整備について質問させていた

だきましたけれども、この中で県との連携を更に進めていただいて、是非そういった整備が

進んでいくように、引き続き取り組んでいただければと思います。この点については要望に

とどめさせていただきます。 

  以上で、２回目の質問を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 佐藤智仁議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  小暮勲市民経済部長。 

〔小暮 勲市民経済部長 登壇〕 

○市民経済部長（小暮 勲） 佐藤智仁議員の再度の質問にお答えいたします。 

  電動自転車にナンバープレートを取り付けている先進地等の事例を踏まえて、市としても

準備はいかがなものかと思いますが、電動自転車は電動アシスト付自転車と違いまして、道

路交通法上、原動機付自転車と同じ車両区分になりますので、道路運送車両法にのっとり、
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ナンバープレートの取り付けは必須でございます。今後、先進自治体等の事例などを参考に

して調査研究してまいります。 

  次に、高齢者の自転車乗車の際にヘルメットの着用義務ですね、そちらの推進をしている

自治体もあるけれども、本市はどうかといったことかと思います。 

  こちらも、道路交通法では児童などを保護するものは乗車用ヘルメットをかぶらせるよう

努めなければならないとありまして、また埼玉県の自転車の安全な利用の促進に関する条例

において、高齢者の家族はヘルメットの着用などについて助言するよう努めるものと定めて

おりますので、法律及び埼玉県条例を周知してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 魚躬隆夫学校教育部長。 

〔魚躬隆夫学校教育部長 登壇〕 

○学校教育部長（魚躬隆夫） 佐藤智仁議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  夜間中学校の取組に関する認識はというご質問かと思います。この夜間中学校の取組が広

がりまして、より多くの方々に学びの機会が提供されるということについては、大変意義の

あることだと受け止めております。誰もが学びたいと思える環境や、学べる機会を整えるこ

とについては、大変大切なことであり、そのためにも学校教育において今後も教員に求めら

れるスキルを高める研修の充実に努めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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。 

  第一種衛生管理者の資格取得への支援についてでございますが、指定した職員に衛生管理

者資格を取得させる場合には、事前講習に係る費用を公費負担しているところでございます。

また、職員が自己啓発の一環として自主的にこの資格を取得した場合には、受験料の半額を

補助しているところでございます。引き続き、衛生管理者の資格を有する職員の安定的な確

保に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 以上で、佐藤智仁議員の質問を終わります。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◇ 工 藤 智加子 議 員 

○副議長（佐藤睦郎議員） 通告第11、９番、工藤智加子議員。 

〔９番 工藤智加子議員 登壇〕 

○９番（工藤智加子議員） それでは、通告順に従いまして、３項目にわたり一般質問を行い

ます。 

  初めに、ジェンダー平等社会の形成について、３点伺います。 

  職員の雇用格差と賃金格差の是正についてです。 

  世界経済フォーラムが毎年発表しているジェンダーギャップ指数は、政治・経済・健康・

教育の分野の指標を示したもので、2021年の日本は156か国中120位と、10年前の101位から

大きく順位を下げています。 

  経済分野での遅れの原因は、女性管理職の比率の低さ、男女賃金格差などと言われていま

す。長時間労働前提の働かせ方は、仕事と子育ての両立を阻む大きな要因となっており、そ

の結果、女性管理職比率の低さなどは男女賃金格差の要因の一つとなっています。賃金の平

等は、ジェンダー平等社会を築く上でのバロメーターと言っても過言ではないと考えます。 

  そこで、本市における女性管理職の比率がどのようになっているのかお示しください。 

  また、国税庁の調査では地域によって差はありますが、平均して女性の平均年収が男性の

55％となっています。非正規雇用の女性割合、時間当たりの賃金換算ではどのくらいになる

のか伺います。 

  次に、セクハラ・パワハラ研修や相談支援の充実をについて伺います。 

  働く上で大きなストレス要因、あるいは退職理由になっているのがセクシャルハラスメン

トの問題とも言われております。男女雇用機会均等法の指針に示された防止措置は、義務規

定とされていますが、セクハラそのものを禁止する規定や処罰規定はありません。主体的に

加害者の範囲、保護対象の定義などを定め、研修と相談支援の充実に取組むべきではないで

しょうか、お答えください。 

  ３点目のパートナーシップ宣誓制度の導入についてです。 

  さいたま市は、人権尊重社会の実現の理念に基づき、一人一人を認め合い、互いを尊重し

ながら個性と能力を発揮できる社会を目指すため、性自認や性的指向に係る性的少数者の自

由な意思を尊重するとして、パートナーシップ宣誓制度を開始しました。これを皮切りに、

制度導入の自治体は県内で24市町村に、近隣自治体では越谷市、草加市、吉川市で制度が導
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入されています。本市も検討されるべきではないでしょうか、お答えください。 

  ２項目めの孤立・孤独対策について３点伺います。 

  初めに、15歳から64歳のいわゆる稼働年齢層の中で、メディアや研究者がひきこもり、孤

独、無業者などと呼ぶ社会的な孤立状態にある人たちの増加が日本社会の直面する問題とな

っています。2019年３月、内閣府が初めて行った調査では、中高年のひきこもりが全国で

61.3万人に上ると推計値を明らかにしました。これらの人たちが孤立状態に陥った経緯は

様々ですが、その背景には過度の競争教育、長時間過密労働、職場におけるストレスの増大、

弱者たたきの風潮のまん延、格差と貧困の拡大など、日本社会の矛盾があると考えます。専

門家からは、ひきこもりを自己責任と捉えるのは誤りで、その現状を放置すれば、近い将来

膨大な貧困高齢者が生み出され、孤独死の激増など深刻な社会問題を引き起こしかねないと

警鐘を鳴らしています。 

  内閣府は昨年12月、孤立・孤独対策重点計画を示し、社会的不安に寄り添い、深刻化する

社会的な孤立・孤独の問題について総合的な対策を推進するとしています。計画の柱である

「声を上げやすい環境整備」について、本市の取組を伺います。 

  重点計画では、見守り交流の場や居場所づくりを確保し、人と人とのつながりを実感でき

る地域づくりを行うともあります。私は、ＮＰＯ法人などの支援機関と協力しながら、本人

が自らの意思で参加し、他者との出会いやつながりを持つことができる居場所が必要である

と考えますが、一人一人のつながりなどを実感できる居場所づくりについて市の見解をお示

しください。 

  孤立・孤独状態になっている当事者が抱える困難さは複雑多様で、一人一人に応じたマン

ツーマン型の柔軟なサポートが必要です。行政と家族会など、支援機関が連携し、ひきこも

り支援のネットワークを確立するなど、支援体制の強化が必要だと考えます。 

  現在、都道府県、政令指定市79か所のひきこもり地域支援センターが設置されていますが、

もっと身近な自治体が相談に応じられる体制を確立するべきではないでしょうか。切れ目の

ない相談支援体制についてお答えください。 

  ３項目めの子育て支援について２点伺います。 

  内閣府は、初めて子どもの貧困に関する全国調査の報告を公表いたしました。報告書では、

貧困の実態が浮き彫りになっています。例えば、約159万円を下回る貧困世帯において、

「食料が買えなかった経験がある」が37.7％、「服が買えなかった経験がある」は45.8％な

ど、57.1％が生活が苦しいと答えています。このような深刻な状況にも関わらず、就学援助
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制度の利用率は58.6％、生活保護はわずか６％と行政の支援が行き届いていない実態がある

としています。これらは、子どもを取り巻く社会の一端でありますが、コロナ禍にあってま

すます子どもの置かれている状況は困難を増していると思います。子どもの命と健やかな発

達を保障するのは、私たち大人や政治の責任ではないかと強く感じます。憲法と国連子ども

権利条約にのっとった具体的な取組を地方自治体から示す必要があるのではないでしょうか。

子どもの権利条約を生かした条例の創設について市長のご見解をお示しください。 

  次に、子育て相談窓口の充実をについて伺います。 

  本市では、いち早く子育てのための総合相談をワンストップで行うとして、平成30年４月

からスタートいたしました。私は、医療的ケアの必要な子どもはもちろんのこと、どの世代

の子どもにも専門的な職員が包括的に伴走型で支援していただくことを要望してきました。

その後の子育て支援ステーションなど、相談業務についてはどのように取り組まれているの

でしょうか、伺います。 

  イとして、子育て相談のワンストップサービスの強化について伺います。 

  子どもの支援現場は、事例の増加や複雑化で年々多忙化していると感じます。対応する職

員の身分も体制も不十分だと考えます。自治体の相談窓口には、具体的な支援策を熟知した

支援までつなげられる相談員の配置と、こうした職員の専門性を担保するために身分は常勤

の専任職員とすることが求められていると考えますが、市の対応についてお答えをください。 

  ４項目め、特別支援学級について３点伺います。 

  特別支援学級は、小・中学校において特別な支援を必要とする児童・生徒が個に応じた教

育的支援を受けることができるとしています。配属される教員は、文字どおり児童・生徒に

見合った特別な教育的な支援が求められるわけですが、文部科学省の調査によれば、特別支

援学級の教員が特別支援学校教諭免許状を持っている教師は2018年５月の段階で30.8％です。

同省は、専門性の観点から免許状の保有が望ましいとして、所持率の引上げを方針に打ち出

しています。本市における職員体制、そして研修について伺います。 

  ３点目の発達支援個別計画と他職種との連携のあり方について伺います。 

  文部科学省の発達障がい等のある子どもたちの学びを支える共生に向けた学びの質の向上

プランの具体的方策として、家庭・教育・福祉の連携、トライアングルプロジェクトと称し

た教育委員会や福祉部局が連携して切れ目のない支援を行うために、個別の教育支援計画を

作成するとしています。こうした計画は、一貫した教育環境を保障し、支援することにつな

がると考えますが、本市の対応はについてお答えください。 
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  ３点目のインクルーシブ教育の考え方について伺います。 

  国連の障がい者の権利条約が採択された後、文部科学省は平成24年、共生社会の形成に向

けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進を掲げ、具体化を進めて

きたと認識しております。 

  インクルーシブ教育は、障がいのある子もない子も全ての子どもに対して、個々の特徴に

合った教育的サポートを通常の学級において行う教育のことです。障がいのある子どもたち

がエクスクルーシブされることのない教育環境、これらの教育の在り方について検討する必

要があるのではないでしょうか、ご見解をお示しください。 

  最後に、５項目目の緑道保全について伺います。 

  北部地区の土地区画整理事業は、現在１期と２期工事は進行中ですが、この地区の東側に

位置する二郷半領用水緑道は彦糸中学校付近から新鎌倉橋にかけて続く約7.7キロメートル

の緑道で、春には桜並木やツツジ、サツキなどの花々が咲き、地元住民に親しまれてきまし

た。2015年には新日本歩く道機構百選に認定されております。 

  この緑道の一部の樹木を事業が進行する中で伐採することになったため、これまで自主的

に樹木の剪定などの保全活動を行ってきた市民が伐採を見直すよう求めています。緑道の保

全について市の考えをお示しください。 

  以上で、１回目の質問を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 工藤智加子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） 工藤議員のご質問にお答えいたします。 

  １、ジェンダー平等社会の形成についての３、パートナーシップ宣誓制度の導入をについ

てお答えいたします。 

  現在、パートナーシップ宣誓制度につきましては埼玉県内24市町が導入しており、近隣市

町では越谷市が令和３年４月から制度が導入されるなど、性的少数者に対する社会的配慮に

向けた動きがあることは認識しております。 

  本市におきましては、多様な性に関し、理解を深めるための取組として、市民・ＰＴＡの

かたを対象とした人権セミナーの実施や男女共同参画情報誌による啓発記事掲載、また職員

に対しては新規採用職員や新任係長を対象とした研修会を実施するなど、継続的な啓発活動

に努めているところでございます。 
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  この制度につきましては、多様な性や生き方に関する社会全体の理解が重要であり、法律

の整備も含め、国において議論され、解決が図られるものと考えております。 

  今後も、引き続きパートナーシップ宣誓制度に係る国・県の動向を注視してまいります。 

  次に、３、子育て支援の１、子どもの権利条約をいかした条例の創設をについてお答えし

ます。 

  児童の権利に関する条約は、18歳未満の子どもを権利を持つ主体として位置付け、子ども

の権利について幅広く取り上げられているものでございます。本市におきましては、その児

童の権利に関する条約も踏まえ、第５次三郷市総合計画のまちづくり方針に、子どもが健や

かにのびのびと成長できるまちづくりに基づき、第２次みさと・こどもにこにこプランの基

本目標の一つに、子どもの権利や安全の確保を掲げ、子どもが一つの人格を持った権利の主

体として尊重され、身体的にも精神的にも安心して成長していけるよう、虐待防止対策の強

化への取組など、様々な施策を通じ、推進しているところでございます。 

  子どもの権利条約をいかした条例の創設につきましては、引き続き国・県、近隣自治体等

の今後の動向を注視してまいります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） ご質問に順次お答えいたします。 

  初めに、１、ジェンダー平等社会の形成についての１、職員の雇用格差と賃金格差の是正

についてでございますが、正職員及び会計年度任用職員の女性の占める割合は、令和４年３

月１日現在で正規職員が38％、会計年度任用職員が86％となっております。 

  なお、女性管理職の割合につきましては、18.9％となっております。 

  議員ご指摘のとおり、非正規職員において結果として女性の占める割合が多いことは認識

しておりますが、職員採用においては性別に関わらず、本人の能力に基づいた公平な採用を

行っており、会計年度任用職員においても同様に性別により報酬を制限することはございま

せん。また、支払われる給与等も含めた勤務条件につきましても、性別による差はございま

せん。 

  一方、会計年度任用職員の賃金についてでございますが、一般事務で時給987円となって

おり、その他の職種でも会計年度任用職員の賃金につきましては地域における民間事業所や

近隣自治体との権衡を考慮しながら決定しております。 

  なお、国が令和３年度補正予算において保育士や放課後児童支援員等を対象に、処遇改善
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として収入を３％程度引き上げるための措置が行われたことを踏まえ、本市においても保育

所や放課後児童クラブに勤務する会計年度任用職員を対象に、令和４年２月からの賃金引上

げを実施したところでございます。 

  次に、２、セクハラ・パワハラ研修や相談支援の充実をについてお答えいたします。 

  本市では、ハラスメントの防止に関する規則を定め、人事課職員を相談員として配置して

おります。規則の内容につきましては、適宜庁内に広く周知しており、そのほか定期的な研

修の実施にも取り組んでいるところでございます。 

  なお、令和４年度には課長級職員を対象に、一般財団法人公務人材開発協会が編集したハ

ラスメントを含む職員からの相談事例集である職員からの相談実務の手引きを配付する予定

でございます。 

  また、市役所内でのハラスメント相談の内容につきましては、個別のケースの回答は控え

させていただくとともに、ハラスメントに認定されたケースもございませんが、職場での人

間関係に悩みを抱える職員がいることも事実でございますので、引き続き職員の相談体制に

ついては充実を図ってまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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） 工藤議員のご質問にお答えいたします。 

  私からは、２、孤立・孤独対策の１、声を上げやすい環境の整備を、２、人とのつながり

などを実感できる居場所づくりを、３、切れ目のない相談支援体制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。 

  福祉に係る市民からの総合相談先であるふくし総合相談窓口では、相談内容を聞き取った

上で福祉サービスを紹介したり、利用できる制度を担当する関係課につなぐなどの支援を行

っておりますが、最近では相談内容が福祉関係だけでなく、福祉以外の広い範囲にまで広が

っているものが増えているものと認識しております。 

  孤立・孤独に係る背景としましては、核家族化の進行や晩婚化などによる未婚率の高まり、

終身雇用での働き方が派遣労働等を含めた働き方の選択肢が増えたことによる就労の形態の

移り変わりなど、様々な社会構造が変化していく過程で人間関係が従来よりも希薄化してい

る傾向もあると考えており、個人が抱えている問題が今まで以上に多岐にわたり、福祉的な

制度の中だけでは解決できない相談が増えてきているものと理解しているところでございま
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す。 

  昨年12月28日には、内閣府から孤立・孤独対策としての支援に関する方針が示されたとこ

ろで、庁内においても国から示された内容について、この対策に関連する各課で共有を始め

たところでございます。 

  福祉部では、ふくし総合相談窓口において生活に係るお困りごとの声をどなたからでも継

続的に聞く姿勢を業務で行っており、また相談者が初めに相談する窓口が別の部署であった

としても、その相談内容によりふくし総合相談窓口につながることができるよう、関係各課

との連携をしながら支援を行っているところではございますが、よりきめ細やかなニーズに

対し、声の上げやすい機運を高めていくためには、既存の相談支援事業所や包括支援センタ

ーなどとともに、孤立・孤独に関する支援について情報交換や地域のニーズの把握に努める

必要があると認識しております。 

  また、人が集まれる居場所づくりなど、相談支援のニーズは昨今、ミクロ化する傾向があ

り、行政によるフォーマルな相談支援では敷居が高く、つながりにくいという声もあること

から、切れ目のない支援体制の構築には社会福祉協議会などとともに連携していく必要があ

ると考えておりますので、今後孤立・孤独に係る意見交換や先進市の取組などを調査研究し

てまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 大石京子子ども未来部長。 

〔大石京子子ども未来部長 登壇〕 

○子ども未来部長（大石京子） 私からは、３、子育て支援、２、子育て相談窓口の充実をの

ア、子育て支援ステーションなどの相談業務についてと、イ、子育て相談のワンストップサ

ービスの強化はにつきましては関連がございますので、一括してお答えいたします。 

  子育て支援ステーションほほえみは、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行

うため、子育てに係る相談をワンストップで行う総合相談窓口として平成30年４月に開設し

たものでございます。 

  令和２年度の相談実績は、子育てに係る基本型の相談が109件、保育サービスに係る特定

型の相談が302件、妊娠期から出産・産後に係る母子保健型の相談が1,171件で、合計1,582

件となっており、基本型、特定型相談につきましては保育士が、母子保健型相談は助産師と

保健師が相談業務を行っております。 

  相談などにおいて支援を必要とする場合には、要保護児童対策地域協議会や子ども発達支
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援センター、健康推進担当や福祉担当、教育委員会などの庁内の関係する部署や児童相談所

などの関連機関等と連携し、具体的な支援へとつなげているところでございます。 

  子育て相談窓口の充実でございますが、来月４月から子ども支援課内の子ども支援係を中

心として、子育て支援ステーション及び家庭児童相談室に子ども家庭総合支援拠点としての

機能を位置付け、更に連携を深め、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に行う子育て相談

に当たっては、資格を有する専門職が当たり、子育て相談体制の強化と充実を図るとともに、

切れ目のない継続的な支援体制の強化に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 魚躬隆夫学校教育部長。 

〔魚躬隆夫学校教育部長 登壇〕 

○学校教育部長（魚躬隆夫） 工藤議員のご質問に順次お答えいたします。 

  ４、特別支援学級についての１、特別支援学級の職員体制や研修についてでございますが、

教職員の配置につきましては埼玉県市町村立小・中学校教職員配置基準にのっとりまして、

各校に配置しており、児童・生徒の状況に応じて補助教員も配置しているところでございま

す。 

  研修につきましては、特別支援学校教諭免許取得者が全国平均より少し低い20％台の本市

の現状を踏まえまして、特別支援学級の担任が専門性を高められるよう、学級経営等の具体

的な内容を取り上げた教育委員会主催の研修会を開催するとともに、県の特別支援教育推進

専門員や三郷市特別支援学級巡回アドバイザーなどを各校に派遣しまして、授業力向上に向

けた個別の指導をしております。 

  また、埼玉県教育委員会が開催する研修や講座等にも経験年数に応じて教員を派遣してお

り、研修会参加者も増加傾向にございます。 

  次に、２、発達支援個別計画と他職種との連携のあり方はでございますが、医師やカウン

セラー等による検査などの客観的資料や保護者の願いを基に特別支援学級担任とコーディネ

ーターが必要な支援について協議して、個別の支援計画を作成しております。指導場面にお

ける配慮事項に関しましては、指導的立場にある方々の専門的な意見を聞き、随時、支援計

画に反映させております。 

  また、学期末に保護者と担任が面談を実施しまして、学校における児童・生徒の支援、指

導の状況や家庭での様子について情報交換を行いながら、その後の支援の方向性について話

し合っているところでございます。 
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  次に、３、インクルーシブ教育の考え方についてでございますが、各学校においては特別

支援学級に在籍する児童・生徒の得意な教科や取組が可能な活動について、本人及び保護者

の意向を踏まえまして、通常学級の児童・生徒と交流学習をしております。今後も、障がい

の有無に関わらず、互いの多様性を尊重し、社会の中で共に生きていく力を育むという理念

に基づきまして、インクルーシブ教育の充実を図ってまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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、５、緑道保全についての１、北部区画整理事

業に関わる緑道保全の考え方はにつきましてお答えいたします。 

  三郷北部地区は、第５次三郷市総合計画におきまして産業拠点の一つとして位置付けられ

ており、都市計画道路三郷吉川線の沿道において組合施行によります三郷北部地区土地区画

整理事業が行われております。このうち、本事業区域の東側においては二郷半用水と接して

おり、区域境の水路敷には自然に成長した樹木が身近な緑を創出しているところでございま

す。 

  現在、本地区においては公共施設の整備が進められており、二郷半用水との区域境には歩

行者専用道路や区画道路が新設される計画となっております。そのため、事業区域内に越境

している樹木につきましては、伐採撤去を予定しておりましたが、周辺住民の皆様方から樹

木を残してほしいといったご意見やご要望を受け、現状の樹木を可能な限り残し、自然環境

を保全する対応をしているところでございます。 

  具体的には、事業地区内に越境している樹木のうち、将来道路を利用する歩行者や車両通

行の安全に対して支障とならない樹木については剪定を行い、可能な限り残すこととし、難

しい場合には新たに樹木を植樹することについて現在市の道路管理者や交通管理者など、関

係部署や二郷半用水の管理者である葛西用水路土地改良区、また施行者である土地区画整理

組合と協議調整を行っているところでございます。 

  市といたしましては、この地区境の道路整備に当たっては、近隣に小・中学校や大規模な

団地がございますことから、緩衝緑地機能としての既存の二郷半用水緑道も活用しながら、

引き続き三郷北部地区土地区画整理組合とともに、周辺環境に配慮した良好な市街地整備に

向け努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 
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○副議長（佐藤睦郎議員） 工藤智加子議員の２問目の質問を残して暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時３０分 

 

○副議長（佐藤睦郎議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

  工藤智加子議員。 

〔９番 工藤智加子議員 登壇〕 

○９番（工藤智加子議員） ご答弁、それぞれありがとうございます。 

  それでは、２回目の質問と要望をさせていただきます。 

  １項目めのジェンダー平等社会の形成についてです。 

  部長答弁では、採用については性別に関わりなく平等にやっていると、それは当然のこと

なんですけれども、そこを言っているわけではありませんので。 

  いろんな社会的な状況の中で、こうならざるを得ない状況がありますよというお話をして

いるんですけれども、管理職も18.9％と女性管理職少ないですよね。こういうふうに当局の

皆さんの席を見ましても、女性は少ないですよね。 

  一方で、会計年度の職員については正規の職員に比べて女性はやっぱり多いわけなんです。

これは、もうご承知のように女性は出産し、育児をし、そして介護をせざるを得ないような

ことが要因になって、もう正規の職員で働き続けることが非常に難しい労働環境になってい

るんだろうと私も思うわけです。 

  ですから、子育てに関するいろんな支援を、これ自治体挙げて充実させていかなければい

けないというふうに改めて指摘をしておきたいというふうに思います。 

  １点だけお聞きしたいんですけれども、先日、昨年の人事院勧告に基づきまして職員の一

時金が引き下がる議案が可決されました。この人事院勧告の中身、よく見てみますと国の非

常勤職員に対しては正規の職員と同率の期末手当や勤勉手当が支給されると、されたような

んですけれども、この点について本市はどのように対応したのか、考え方をお示しいただき

たいというふうに思います。 

  それから、セクハラ・パワハラの研修も是非、引き続きやっていただきたいなというふう

に思いますし、時が過ぎれば忘れてしまいますし、自覚がないまま相手を傷つけるというこ
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ともありますから、自らの言動に謙虚に向かい合う機会を設けるためにも、先ほどお話しい

ただいた手引書ですか、これは非常に有効だというふうに思いますので、是非利用していた

だきたいというふうに思います。 

  ただ、相談の窓口についてはちょっと聞き漏れたのかもしれませんけれども、直接窓口に

対応するのは人事部局の職員になるんですか。非常にデリケートな問題ですから、要するに

相談に直接対応する職員については見直す必要があるというふうに思うんですけれども、そ

の辺についての考え方をお示しいただきたいと思います。 

  パートナーシップ制度について市長からご答弁いただきました。三郷市にも第５次総合計

画がありまして、ここにはジェンダー平等社会の形成というふうにあります。中身をよく見

てみますと、男女の不均衡を解消していく、それだけのものではないのではないかと思うん

です。多様なそれぞれの人がその人らしく生きていくことが大事にされる社会、これがジェ

ンダー平等社会というふうに言えるんではないかなというふうに思うわけです。 

  制度を導入して安心して暮らせるということで、歓迎する当事者の方々もいらっしゃいま

すし、夫婦別姓を名乗れないために事実婚でパートナーと一緒に暮らす方々にも、これ適用

する自治体もあります。こうした自治体は、そういう方々が市外に転居してしまうと、せっ

かくの制度が適用できなくなるんで、これは不本意だということで、自治体間で連携をする

動きがあるというふうに報道もされているわけなんです。 

  ほかの自治体より遅れをとれば、個々の尊厳を尊重することや、それから人権意識が低い

んではないかというふうにみなされても仕方がないのではないかというふうに思うわけなん

です。ですので、これ是非、市長がリーダーシップを発揮して条例、制度を創設していただ

きたいなというふうに思います。これは要望にとどめます。 

  孤立・孤独対策についてお聞きしたいと思います。 

  何よりも、声を上げやすい環境づくりには取り組んでいただきたいなというふうに思って

おります。堺市のホームページには、ひきこもりの相談支援という画面がございまして、ひ

きこもりとはどういう状況にあるかたなのかとか、家族への相談窓口の紹介だったり、社会

参加に向けたリハビリの一例を示しております。ここに書いてあるのは、人それぞれではあ

るけれども、小さい変化の積み重ねが大切だよというふうな説明もあります。こうしたこと

で地域社会全体がこういう方々の存在を意識し、あるいは理解を示すということになるので

はないかなというふうに思いますので、ここは是非、三郷市でも工夫を凝らして進めていた

だきたいなというふうに思います。これは要望です。 
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  それから、ふくし総合相談窓口がファーストアクセスということもお話がありましたけれ

ども、厚生労働省もそのように言っておりまして、ひきこもり支援の全体像については基礎

自治体における相談窓口が機能していると、生活困窮者の自立支援事業なんかがその対象に

なるというふうに言っているんです。ここにアウトリーチ支援員を配置することだとか、そ

れから就労準備支援事業も義務化されておりますので、次のステップとして用意されている

というふうに言われております。 

  県単位では、ひきこもり地域支援センターという機能が設置されているんですけれども、

こういう機能を持ったセンターを市町村にも是非設置、それから運営していただきたいなと

いうふうに思います。これ予算の都合もありますから、直ちにとはならないかもしれないん

ですけれども、是非検討課題に上げていただいて、前に進めていただきたいなというふうに

思います。これは要望です。 

  それから、居場所づくりについても、先ほど空き家バンクのお話も出ましたけれども、空

き家を利活用した居場所づくりも検討していただきたいなというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  それから、子育て支援についてなんですけれども、子どもの権利条約をいかした条例の創

設については、にこにこプランがあって、子どもの権利を保障したり、いろいろな様々な事

業を展開しているというお話だったというふうに思うんですけれども、国連のほうで批准さ

れた子ども権利条約というのは子どもの基本的な人権を保障するというだけではなくて、子

どもの権利を行使する主体として位置付けられている画期的な条約だというふうに、一歩踏

み込んだ意義が高いというふうにも評価されているわけなんです。この理念を行政や広く市

民が理解して、子どもに関わる様々な課題解決の担い手になってもらわなければいけないの

ではないかなというふうに思うわけなんです。 

  ふじみ野市では、この３月定例会に子どもの権利条約に関わる条例案が提出されています

けれども、行政は何をするのか、保護者は何をするのか、地域住民は何ができるのか、ある

いは教育施設はということで、それぞれの役割についてうたっているわけなんです。 

  ですので、計画に具体的なプランがあるからよしということではなくて、是非この条例を

三郷市としても創設していただきたいなというふうに思っているところです。もう一度、こ

の点について市長に再度お答えをいただきたいというふうに思います。 

  それから、子育て相談窓口の充実についてなんですけれども、いろいろ体制が変わりつつ

あるようなお話だったと思うんですが、政府のほうでもこども家庭庁が設置されるという動
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きの流れの中で、子ども家庭総合支援拠点が設置されていくんだろうというふうに思います。

どのような支援センターあるいは拠点ができたとしても、そこで働く職員の皆さんの専門性

だとか、それから処遇改善が高まらなければ、いろいろな複雑なケースに対応できるような

質が担保できないというふうに思うわけなんですけれども、今、三郷市の場合、こういった

相談窓口の職員体制はどのようになっているのかお答えをいただきたいというふうに思いま

す。 

  それから、特別支援学級についてなんですけれども、職員体制、研修についてはよく分か

りました。これ保護者からのお声をいただいたんですけれども、特別支援学級に入って先生

を頼っていろんなことを相談しても、発達に対する知識や支援対策を把握していないことが

多いと、非常に不十分だと感じているというふうにおっしゃっているわけなんです。 

  一方で、そこで働く教員の方々は、通常のクラスとは非常に対応が違うわけです。それに

戸惑うし、同じ職場の教員集団から孤立しやすいというふうにも伺っていますよ。ですから、

十分な研修時間を保障し、そして気軽に相談できる環境をつくっていただきたいというふう

に思っております。これは要望とさせていただきます。 

  それから、個別計画についてなんですけれども、当然その児童・生徒の特徴をつかむこと

が最も重要になるというふうに思いますし、計画立案には福祉制度、今言った福祉制度や子

どもの成長発達に詳しい専門性のある人たちは連携して、その子どもにとって一番いい最善

の計画を作り上げていくということが基本にあるんだろうというふうに思うんですが、ここ

で大事なのは保護者の方々の意見といいますか、意向を十分にくみ取る必要があるんじゃな

いかなというふうに思うんです。 

  そうしますと、先ほど言ったように不安になる、不十分に感じちゃうというようなことが

なくなっていくんではないかなというふうに思います。保護者とのお話し合いの機会を設け

ていただいているとはいえ、お子さんの変化は学期末ごとに変化するわけではありません。

日常的な変化が伴うわけですので、十分な保護者のかたのやり取りや必要時の専門的な知識

や技術を、やっぱり教員のかたを孤立させないような形で支援していただきたいなというふ

うに思います。これは要望です。 

  それから、インクルーシブについてなんですけれども、これも保護者のかたからの声なん

ですけれども、支援学級に入れば必然的に差別化されてしまうのが実態なんだそうです。支

援学級という担任制ではなくて、誰でも支援を受けられる環境と多種多様性の尊重を学ぶ差

別のない教育ができるのではないかと期待しておっしゃっていましたので、是非これ私も教
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育のあるべき姿って本来こういうことなんではないかなというふうに思うわけでして、是非

検討課題に引き上げていっていただいて、課題に取り組んでいただきたいなというふうに思

いますので、これも要望にさせていただきます。 

  最後に、緑道の問題についてなんですけれども、是非、当事者というか、地元の市民の皆

さんとのお話し合いを持っていただいた上で、要望を取り入れていただいたということにつ

いては非常にありがたいなというふうに思っているわけなんですけれども、そもそも地元有

志の方々というのは主体的に携わってきてはいるんですけれども、勝手に緑道の樹木を保全

活動してきたわけではないんですね。ですので、計画が示された段階でお声をかけるべきで

あったというふうに私は思います。 

  新たな植樹については、これも引き続き地元の住民の皆さんとよく話し合いを持っていた

だいて、双方のやり取りの中で納得がいくように、是非、職員の皆さんのお力をいただきた

いなというふうに思っております。これも要望にとどめます。 

  以上で質問を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 工藤智加子議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 工藤議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  初めに、昨年の人事院勧告に基づく職員の期末手当の引下げによる会計年度任用職員の支

給についてはどうかというご質問でございますが、本市に勤務する会計年度任用職員の期末

手当につきましては、正職員と同じ支給割合としております。 

  また、令和４年６月の会計年度任用職員の期末手当につきましては、会計年度任用職員の

任用が１年ごとの任用であること、また勤勉手当の支給はされていないことなどを総合的に

鑑みまして、また県内自治体、他自治体の支給状況も踏まえまして、正規職員に適用する令

和３年12月支給分期末手当の調整額の引下げは行わないこととしてございます。 

  それから、２点目のセクハラ・パワハラの相談員が人事課職員であることで相談がしにく

くなることはないかというご質問でございます。現状は、人事課の職員が相談員となってご

ざいますが、議員ご指摘ございましたとおり相談者の立場に立ち、相談しやすい体制を構築

することが何より重要であると考えておりますので、課題を整備し、人事課職員の相談員の

配置について今後検討をしてまいります。 

  以上でございます。 
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○副議長（佐藤睦郎議員） 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。 

  子どもの権利条例の制定についてでございますが、１問目でお答えいたしましたとおり、

国・県、近隣自治体の動向を注視してまいりたいと思います。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 大石京子子ども未来部長。 

〔大石京子子ども未来部長 登壇〕 

○子ども未来部長（大石京子） 再度の質問にお答えいたします。 

  現在、実際に子育て相談に従事している職員体制ということで、職員数と資格についての

ご質問かと思います。 

  子ども支援係、子育て支援ステーション、家庭児童相談室において子育て相談に従事して

いる職員数は合計で16人、資格は社会福祉主事３人、社会福祉士２人、保健師３人、助産師

２人、保育士４人、教員免許２人でございます。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 以上で、工藤智加子議員の質問を終わります。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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 ３時４９分 


