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開議 午前１０時１５分 

 

◎開議の宣告 

○議長（武居弘治議員） ただいまから令和４年３月三郷市議会定例会第19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。 

  通告により発言を許します。 

 

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

 

◇ 田 上 広 子 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第12、12番、田上広子議員。 

〔１２番 田上広子議員 登壇〕 

○１２番（田上広子議員） おはようございます。それでは、議長のお許しをいただきました

ので、通告に従って、順次一般質問をさせていただきます。 

  今回は、１、交通弱者への施策を主題としております。そして、１の「公共交通機関網」
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から取り残された地域の課題のうち、ア、路線バスの現状と今後について、イ、運転免許証

自主返納者の現状について、２の「これからの移動手段」として、ア、新しい移動のかたち

について、以上、３点について質問をさせていただきます。 

  まず、主題である交通弱者についてご説明いたします。 

  その定義は、高齢者や障がい者など自分で自動車の運転ができない人のうち、公共交通機

関が不十分な地域に住んでいるため、買物など日常的な移動に不自由を感じている人のこと

を言います。 

  近年の日本において、最も懸念される課題である加速する少子・高齢化と人口の減少は、

三郷市においても例外ではありません。市のホームページによれば、令和３年12月１日現在

で、三郷市の人口に占める65歳以上のご高齢者の比率は27％となっておりました。急速に進

む高齢化と人口の減少、そして自家用車の普及は、地域の交通に大きな変化をもたらしまし

た。 

  中でも、交通インフラの維持・運営が困難な地域社会で、日常生活に必要な移動手段を確

保できない高齢者を中心とする交通弱者の増加という課題があります。これより交通インフ

ラのひとつ、路線バスの事業を例に述べさせていただきます。 

  三郷市内でも、鉄道の通っていない地域ではなおのこと必要となるはずの公共交通機関で

ある路線バスですが、利用客の減少により、減便や路線の廃止という状況に追い込まれてい

ます。 

  三郷市における路線バスが置かれている状況について、現在、三郷市民の足となり、地域

の活性化に貢献していただいている市内の路線バス事業者よりお話を伺ってまいりましたの

で、ここにご紹介いたします。 

  全国的にバス路線が減少している中、三郷市でも利用者数が少なくなっている路線は、廃

止や減便を市とも協議しながら行っているということです。路線バスの運転手さんは、乗客

の顔とその乗客がどこで乗り込むのかまで覚えているもので、この人が困るからとの思いだ

けで走らせることがあるということも伺いました。 

  例えば、ある特定の女子中学生が１人しか利用しないと分かっている路線ですが、女の子

が１人で長い道のりをバスなしでは困るだろうと、この女子中学生が卒業するまで運行を続

けていたというお話も伺いました。まさに、バス路線網は地域に密着した温かい血の通った

血管網のような役割を担う、地域住民の生活に密着した非常に大切で必要なものだと改めて

感じました。 
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  その路線バスが、近年のコロナ禍で在宅勤務に切り替える企業が増加するなど、利用客の

減少にさらなる拍車がかかり、一層の苦難を抱えています。 

  また、バスの運転手の不足についても触れています。賃金の低さも大きな要因のひとつと

なり、ドライバーが定着しないと伺いました。 

  資金面においてですが、車両の購入時に関しては行政からの補助はあるということでした

が、賃金に対しても直接届く援助や、運転手を育成するために必要な費用を補助する制度が

あれば、大型二種免許取得の機会を後押しするなど、ドライバーの安定雇用が可能になるだ

ろうと話されていました。 

  また、通学路での痛ましい事故が多く起こっていることなどを受け、児童・生徒を守る対

策のひとつとして、送迎スタイルを取り入れた路線バスの運用を考えています。実際に市か

らの委託で養護施設の送迎を行っています。 

  昨年６月には、千葉県八街市で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、小

学２年生と３年生が死亡、女児１人が重体、男女２人が重症という衝撃的なニュースは記憶

に新しいかと思います。その２年前にも、歩道にいた園児らの列に、車同士の衝突事故の弾

みで車が突っ込み、２歳の園児２名が死亡、保育士を含む園児ら14人が重軽傷を負うという

大きな事故がありました。 

  これらの事故を受け、全国の自治体では通学路の危険箇所を一斉に調査し、各地で行政が

縁石を設置する、また、住民が街頭に立つなどして、再発防止に尽力しています。 

  登下校中の児童・生徒の危険は交通事故だけではありません。平成30年には、新潟市内で

下校途中だった７際の児童が殺害されるという事件が起きています。 

  地域の子どもたちの安全は地域の大人たちが守るという理念の下、地域で受け継がれてき

た地域の子どもたちを見守る防犯ボランティアの担い手は、高齢化により不足しており、家

族形態の変化により夫婦共働きなど、子どもたちへの大人の目が行き届かなくなっています。 

  ＰＴＡ会員の順番制による通学路の危険箇所に立つという仕事も、家族形態や意識の変化

とともに、その継続は困難になってきています。今後は役を引き受けてくださる父兄は減っ

ていくだろうと、ＰＴＡ運営にも長く関わってきているかたゆえのご意見でした。 

  児童をねらった悪質な犯罪や事故を未然に防ぐ観点からも、路線バスの有効活用で、送迎

スタイルのスクールバス的要素が必要になっているのではないかと考えています。そもそも

まちづくりは、バス路線も同時に計画していくべきだとも話されています。とはいえ、地域

によって人口減少や高齢化が顕著になっている現実の中で、バスを赤字のまま走らせ続ける
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わけにはいきません。 

  そこで、この事業所では独自にバス稼働率を上げるための多様な運営戦略に着手している

ところです。例えば、企業との契約により、市内にある企業の作業場と三郷駅との間を従業

員の送迎バスとして運行すること、学校関係においては、音楽コンクール会場への楽器の運

搬、ほかに図書の運搬等を引き受けているとのことです。 

  送迎形式を組み込んだ学校教育に係るバスの運行には、地域の子どもたちを安全に育成す

るという目的もあり、経済的側面で折り合いがつくものなら、安価で事業を行っていきたい

と話されておりました。そして、もはや企業努力だけでは乗り切ることができないところま

で来ているとも伺いました。 

  各バス事業者が、採算の合うところと合わないところとを組み合わせるなど、地域住民の

ための移動手段として生き残ろうとするならば、自治体からの補助と地域の特性、住民のニ

ーズを踏まえた新たな運用戦略を考えていく必要があるとも話されていました。ここまでは

市内の路線バス事業者との対談によるものです。 

  それでは、１の１のア、三郷市では地域の高齢化、人口の減少によって利用客が減少した

ことを理由に、一部の地域住民にとって交通に不便が生じていること、中でも実際に起こっ

ている路線バスの衰退についてどのように捉え、どのような対策を講じているのか、また、

今後の運用についての計画などもお聞かせください。 

  次に、路線バスの利用者が激減している地域の特徴ですが、圧倒的に高齢者人口の占める

割合が高くなっています。本来、自身で運転することがリスクの高いことだと知りながらも、

ドア・ツー・ドア、玄関から玄関への利便性から運転せざるを得ない高齢者や障がい者が運

転中に事故を起こしてしまうことが考えられます。 

  運転が不向きになった方々は、そもそも自宅からバス停まで歩いていくことや、バス停か

ら重い荷物を持って自宅まで歩くことが困難になってきています。通院や買物に不便になる

からと運転免許証の自主返納をためらっている高齢者はまだまだ多く、事故発生率の上昇を

食い止めるべく、近年、車両自体に様々な安全装置を備え付けられたものが開発され、市場

に出回っています。 

  重度障がい者へはタクシー券などの給付がありますが、歩行能力に不安が出てきている程

度では、自費によりタクシーを利用するほかないのが現実です。財力があればですが、個人

で電動シニアカートを購入し、グランドゴルフなど、地域の交流の場へ自由に出かける高齢

者の姿も見かけます。 
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  高齢者の医療費や介護費を抑制しようと、健康増進、介護予防目的の社会参加活動への積

極的な声かけはあるものの、移動手段は個々人任せになっているのが現実です。交通弱者、

交通難民と呼ばれる方々が、移動手段のないことを理由に外出の機会を奪われ、心身の機能

低下から要介護状態になってしまわれては本末転倒です。 

  運転免許証を自主返納したかたについてですが、写真入り運転免許証は本人確認のための

書類として重要なもので、代替えとして、申請により運転経歴証明書が交付されています。 

  ほかに、埼玉県警察の事業で運転免許証の自主返納者や高齢者へ向けた支援施策、シルバ

ー・サポーター制度がありますが、協賛店などで買物をする際、特典があるというもので、

移動手段に関しての直接的な支援は望めないものになっています。 

  そこで、１の１のイです。三郷市において、運転免許証を自主返納されたかたのここ数年

の人数の推移など、市で把握している現状をお伺いいたします。 

  続きまして、１の２、「これからの移動手段」のうち、ア、新しい移動のかたちについて

ですが、年齢や障がいの有無に関係なく、誰もが利用できる移動手段を考えなければいけな

い時代に突入しています。 

  高齢者が免許を返納しても困らない社会にしようと、日本一の車所有率を誇る群馬県での

取組をご紹介いたします。 

  この取組というのは、群馬県の株式会社エムダブルエス日高が行っている、病院が母体の

デイサービス事業者が保有している福祉車両を使った相乗り送迎サービスです。 

  高齢者が事前にスマートフォンの専用アプリに自宅や行きたい場所を登録しておき、移動

したいと思ったら、その近辺を走っている福祉車両とＡＩで瞬時にマッチングさせるという

ものです。とてもシンプルな操作で利用でき、積極的に外へ出かけるモチベーションにもつ

ながるとの一定の成果が得られたことから、ほかの介護事業者とも連携し、群馬県、栃木県、

新潟県の３県にわたる25の施設が参加するまでになっています。 

  車椅子のリフトがついた福祉車両を、地域の中での移動に最も困難を抱える要介護高齢者

の日々の足として活用できないかと考えたことがきっかけになり、ソフトの開発に９年を費

やし、旅行業として登録することにより、タクシー事業者とのすみ分けをし、ほかにも幾つ

かの法律をクリアするなど、非常に長い年月をかけています。 

  我が国では、パリ協定に基づき2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニ

ュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこととしています。その一環として、令和３年５月、

国土交通省では、「グリーンスローモビリティの導入と活用のための手引き」を発行、推進
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しています。 

  このグリーンスローモビリティとは、公道を時速20キロメートル未満で走る電動車を活用

した小さな移動サービスのことです。小さな移動サービスとは、鉄道やバスといった従来の

公共交通ではカバーできなかった、自宅からバス停までというような短距離のきめ細かな移

動サービスを意味しています。 

  動力は太陽光や風力などの再生可能エネルギーで、発電された電力を使い、脱炭素型の移

動を実現させるものとして、時代のニーズに応えた環境にやさしいエコなモビリティ移動手

段と言えます。 

  実際に運用を始めている東京都豊島区や宮崎県宮崎市、石川県輪島市、群馬県桐生市など

では、移動手段を目的とするだけでなく、車両自体にアトラクション性を備えることで、見

た人が乗ってみたいと思える魅力を持たせ、まちの活性化とブランディングをつくること、

それがねらいのひとつとして、中心市街地や観光地を回遊させています。 

  広島県福山市では、運転者がガイド役として地域を案内しており、乗客同士の交流や、低

速走行ならではの乗客と通行人との交流が図られています。さらには、企業と自治体による

ＡＩを活用したデマンド方式の乗り合い送迎サービス「チョイソコ」が運行を開始していま

す。名前どおり、ちょいとそこまでという感覚で、共通乗降場所を自由に移動できるサービ

スで、埼玉県内では埼玉トヨペットホールディングス株式会社が事業主体となり、岩槻市や

入間市で運行されており、お隣の千葉県でも、千葉トヨタ自動車株式会社が事業主体となり、

鴨川市や四街道市で運行しています。８人乗りハイエースを利用し、片道300円、会員登録

により利用するものです。 

  隣接する千葉県松戸市では、松戸市が実施責任者となり、河原塚ことぶき会という老人会

が運行主体として、運転手、利用者の調整、車両管理等を実施しており、市街地内、住宅地

と生活拠点や駅、バス停を連結しています。 

  この試みについて、千葉大学予防医学センターが共同研究している都市型介護予防モデル、

松戸プロジェクトの一環で、ＧＰＳを用いて利用者の行動変容を調査、分析したところ、地

区内の傾斜の大きい場所に住んでいる住民の活動の範囲が、約1.5倍拡大したとの結果が出

ています。 

  アンケートでは、利用者の多くがリピーターとなり、移動ツールとしてだけでなく、地域

のコミュニケーションツール、動くサロンとしての価値が確認されました。顔見知りの運転

手が顔見知りの利用者を乗せ、見守りや声かけに役立ち、高齢者の介護予防や健康づくり、
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ひいては地域活性化へつながるものと評価されています。 

  こうしたビジネスにもつながり、雇用をも創出するとして、全国的に注目を集めている第

３の交通とも称される新しい移動の形ですが、高齢になっても、障がいを抱えても、住み慣

れた地域で暮らし続けるためには、地域課題の１つとなっている、今後増え続けていくであ

ろう交通弱者の問題を解決することが重要になると考えます。 

  そこで、三郷市では移動手段に対する支援を必要されるかたへの新しい社会資源として、

どのような構想をお持ちか、お聞かせください。 

  以上で１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（武居弘治議員） 田上広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） 田上議員のご質問にお答えいたします。 

  私からは、１、交通弱者への施策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。 

  本市における公共交通を取り巻く環境は、コロナ禍によるテレワークの普及など、生活様

式の変化により、非常に厳しい現状でございます。 

  路線バス事業の経営につきましては、利用者の減少が経営に及ぼす影響は大きく、各事業

者には公共交通を担うものとして、市民の移動を支えていくという強い自負の下、ご尽力い

ただいているところでございます。 

  また、本市におきまして、彦成地域における路線バス会社の廃業に伴い、バス路線の維持

を図るため、私自ら総務省に赴き、路線バスの維持に係る経費について特別交付税措置がな

されるよう調整を図るなどの取組をし、官民の協力の下、市域における路線バスの維持がな

されている現状でございます。 

  このような現状を踏まえ、本市ではコロナ禍における公共交通の支援を目的とし、国の臨

時交付金を活用した事業者支援を令和２年度に行い、路線バス及びタクシー事業者への支援

を行ったところでございます。 

  地域における移動手段の維持・確保に努めることは、交通分野の課題解決にとどまらず、

まちづくりや観光振興の活性化、超高齢化社会における高齢者の社会進出や免許返納の推進

など、様々な分野に寄与するものでございますので、地域が一体となり、持続可能な仕組み

づくりを意識した公共交通政策の立案が求められてまいります。 



【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 

－11－ 

  このような背景の下、令和２年度に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正さ

れ、法改正に伴い、国が策定した手引の中では、地域における輸送資源を総動員して移動ニ

ーズに対応するという考え方が示されたほか、将来を見据えた取組として、自動運転車両を

はじめとする新技術の活用についても検討が求められております。 

  本市では、令和元年６月、埼玉県東南部５市１町にさいたま市を加えた７自治体で設立い

たしました「新たなモビリティサービスによる『まち』づくり協議会」の活動を通じ、あら

ゆる人が、どこへでもシームレスに安全で自由な外出や移動ができる社会の実現を目指し、

ＭａａＳの概念を導入した地域課題の解決に向けた取組を進めてまいりました。 

  また、私自身も、みさと団地においてＵＲ都市機構により行われました電動車椅子等の小

型モビリティの実証実験に参加し、新たな移動手段の導入について機運の高まりを感じたと

ころでございます。 

  交通弱者への施策をはじめ、豊かな暮らしやすい地域づくりや、活力のある産業振興を図

る上で、安定した移動サービスは欠かせない存在であることから、引き続き地域で支え、育

てる公共交通の仕組みづくりに取り組んでまいります。 

○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） 田上議員のご質問にお答えいたします。 

  私からは、１、交通弱者への施策、１、「公共交通機関網」から取り残された地域の課題

と、２、「これからの移動手段」について、順次お答えいたします。 

  まず、１、「公共交通機関網」から取り残された地域の課題のア、路線バスの現状と今後

についてでございますが、路線バスの現状につきましては、コロナ以前より市内の一部が公

共交通不便地域であることに加え、コロナ禍における公共交通利用者の減少、それに伴うバ

スの減便など、厳しい状況にあり、大きな課題であると認識しております。 

  本来、公共交通事業とは、行政や事業者だけでは成り立たず、地域で支え、育てることが

必要です。現状を改善するには、今まで以上に公共交通を利用してもらう仕組みづくりが必

要であり、行政としては、地域ごとのニーズを的確に把握し、実情に合った公共交通サービ

スを検討しなければなりません。 

  そこで、令和３年度は彦成地域及び戸ヶ崎・栄地域の世帯を対象に、路線バスに関するア

ンケートを実施いたしました。 

  アンケートでは、路線バスの利用状況や公共交通に期待することなどを質問しており、路
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線の増設、増便を望む声がある一方、議員からご紹介のあったこれからの移動手段、新たな

公共交通サービスの導入について期待する旨のご回答もいただいております。 

  公共交通政策については、路線バスの拡充以外にも視野を広げて検討していく必要がある

と認識しておりますことから、アンケート結果を地域公共交通活性化協議会にて共有し、よ

りよいサービスの検討に活用するとともに、引き続き三郷市地域公共交通網形成計画に基づ

き、路線バスを含め、地域が支え、育てる持続可能な公共交通の確立を目指してまいります。 

  続いて、イ、運転免許証自主返納者の現状についてでございますが、吉川警察署のご報告

によりますと、直近３年の本市における免許返納者数は、令和元年が672名、令和２年が679

名、令和３年が652名となっており、ほぼ横ばいに推移しております。 

  また、返納率で見ますと、警察庁の令和２年版運転免許統計で、埼玉県は20.4％、全国で

第４位の返納率となっております。 

  運転免許の自主返納につきましては、県警による返納促進事業としてシルバー・サポータ

ー制度が実施されておりますが、免許返納後の移動手段の確保や高齢者の社会進出を促すた

めにも、高齢者が免許返納しやすい環境整備として、引き続き、公共交通事業の拡充に努め

てまいります。 

  続いて、２、「これからの移動手段」のア、新しい移動のかたちについてでございますが、

令和２年11月の地域公共交通活性化再生法の改正により、自家用有償旅客運送、スクールバ

ス、福祉輸送など、地域の輸送資源を総動員して移動ニーズに対応するという考え方が示さ

れました。 

  この法改正により、自治体が作成する交通計画の内容が見直され、例えば、路線バスがフ

ォローできない範囲を、コミュニティバス、デマンドタクシーなどが補い、時間帯によって

は病院の送迎バスが代わりを務めるというような仕組みに対して国の補助制度が創設される

など、新規交通サービスの導入検討について可能性が広がったところでございます。 

  現在、自動運転バス、電動スクーターなどの小型モビリティ、議員からご紹介いただきま

した電気を動力とすることでゼロカーボンに貢献するグリーンスローモビリティなど、地域

のニーズに適した交通サービスが実証段階まで進んでおり、本市においても、ＵＲ都市機構

がみさと団地内で実施した自動運転車両の実験を共有するなど、新しい交通サービスの導入

について研究しているところでございます。 

  既存の公共交通と、これらの新しい移動手段を横断的に利用できる次世代の交通サービス

がＭａａＳであり、様々な交通手段をワンストップで検索、予約、決済することが可能とな
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ります。ＭａａＳの導入は、公共交通の利便性向上に大きく寄与することから、「新たなモ

ビリティサービスによる『まち』づくり協議会」において、引き続き実現性について検証し

てまいります。 

  しかしながら、ＭａａＳの導入には多くの課題があり、地域公共交通網形成計画の改訂、

関係機関との十分な協議、地域との合意形成など、多大な時間を要するとともに、様々な制

度的な解決が必要となることから、まずは目下の公共交通政策に係る課題について、他市の

先進事例も参考にしながら、新たな移動手段の導入も視野に入れ、解決に向け取り組んでま

いります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 田上広子議員。 

〔１２番 田上広子議員 登壇〕 

○１２番（田上広子議員） それぞれに丁寧なご答弁をいただきましてありがとうございまし

た。ここからはご要望のみとさせていただきます。 

  ご答弁にありましたように、新たな移動手段、次世代の交通サービスとして導入が考えら

れているＭａａＳ、これはMobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービス）と

いう頭文字を取ったものですが、利用者が希望する移動の最適な経路と所要時間、料金など

を簡単に知ることができ、予約、支払いまでワンストップで移動サービスが提供されるもの

です。 

  ヨーロッパでは既に取組がスタートしており、日本でもトヨタ自動車株式会社とソフトバ

ンク株式会社による2018年10月の新会社設立の記者会見が行われました。そのときの自動運

転というキーワードが印象に残っているのではないでしょうか。 

  また、三郷市での様々な取組についてもご紹介いただきました。公共交通施策の見直しや

国の補助制度の創設など、国・県、各自治体が交通弱者への施策に地域課題として真剣に向

き合い、取り組まれていることが分かりました。 

  既存の公共交通事業の実情に沿った持続可能な移動サービスの実現と新しい移動サービス

の導入により、ご高齢者の運転免許証自主返納率に大きく寄与するものと考えます。高齢に

なっても、障がいをお持ちになっても、いつまでも豊かな暮らしを続けていける次世代の交

通の実現に向け、時間はかかっても、さらに取組を続けていかれますようお願い申し上げま

す。 

  以上で終わります。 



【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 

－14－ 

○議長（武居弘治議員） 以上で田上広子議員の質問を終わります。 

  以上で市政に対する一般質問を終わります。 

 

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

 

◎日程の追加 

○議長（武居弘治議員） ただいま鳴海和美議員ほか４名から、議案第29号 地方創生と感染

症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書が、また、佐々木修議員ほか５名から、議

案第30号 介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見書が

提出されました。 

  お諮りいたします。 

  この際、これらを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（武居弘治議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第29号及び議案第30号を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 

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

 

◎議案第２９号及び議案第３０号の上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第２、これより議案第29号及び議案第30号を議題といたします。 

  議案第29号の提案理由の説明を求めます。 

  鳴海和美議員。 

〔１０番 鳴海和美議員 登壇〕 

○１０番（鳴海和美議員） それでは、議案第29号 地方創生と感染症対策に資するデジタル

化の推進を求める意見書について、提案理由を申し上げます。 

  少子高齢化や人口減少の進展により、あらゆる現場で人手不足や後継者不足が叫ばれる中

で、新しい地域社会の構築は、地方自治体にとって喫緊の課題となっています。また今後は、

新型コロナウイルス感染症などの感染症の蔓延を防ぐ上で、人と人との直接的な接触を低減

させることが必要となり、働き方や教育、医療や福祉といった、日常生活の現場の変容が求
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められています。 

  政府の「デジタル田園都市国家構想」への取り組みをはじめ、社会のデジタル化への流れ

が加速する中で、「誰一人取り残されないデジタル社会」の実現を目指して、すべての住民

がその恩恵を享受できる社会を構築すべく、政府に対して、子どもたちの学びの継続、医療

への適時適切なアクセス、新しい分散型社会の構築、持続可能な地域の医療と介護、地域住

民の安全で安心な移動など、特に地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進について

特段の取り組みを求めるものであります。 

  なお、詳細につきましては、皆様のお手元に配付してあるとおりでございます。 

  議員各位のご賛同をお願い申し上げ、提案理由といたします。 

○議長（武居弘治議員） 議案第30号の提案理由の説明を求めます。 

  佐々木修議員。 

〔１３番 佐々木 修議員 登壇〕 

○１３番（佐々木 修議員） それでは、議案第30号 介護職員の処遇改善に関する手続きの

簡素化と対象職種の拡大を求める意見書について、提案理由を申し上げます。 

  近年の少子高齢化の進展により、介護が必要な高齢者が増加する一方で、各介護の現場で

は、介護人材の確保に大変に苦慮している状況です。また、コロナ禍での介護サービスの継

続も含め、介護人材のエッセンシャルワーカーとしての役割がますます重要となっており、

その処遇の改善が求められています。 

  今般「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、「賃上げ効果が継続される

取組を行うことを前提」として、収入を３％程度引き上げるための措置を実施することが決

定し、令和４年10月以降については臨時の報酬改定を行い所要の措置が講じられることにな

っております。 

  そこで政府に対して、この介護職員の処遇改善においては、今回の臨時の報酬改定ととも

に、原則３年ごとに行う公的価格の改定も含め、制度の簡素化や介護報酬の運用について事

業所毎の柔軟な対応を進め、地域の介護サービスを持続可能なものとするために、特段の配

慮を求めるものであります。 

  なお、詳細につきましては、皆様のお手元に配付してあるとおりでございます。 

  議員各位のご賛同をお願い申し上げ、提案理由といたします。 

○議長（武居弘治議員） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（武居弘治議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

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

 

◎議案第２９号及び議案第３０号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第３、これより議案第29号及び議案第30号に対する質疑を行い

ます。 

  質疑の通告がありません。 

  これにて議案第29号及び議案第30号に対する質疑を終結いたします。 

 

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

 

◎議案第２９号及び議案第３０号の委員会付託省略 

○議長（武居弘治議員） お諮りいたします。 

  議案第29号及び議案第30号につきましては、会議規則第37条第３項の規定により、委員会

付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（武居弘治議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第29号及び議案第30号につきましては、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

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

 

◎議案第２９号及び議案第３０号の討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第４、これより議案第29号に対する討論・採決を行います。 

  議案第29号の討論を行います。 
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  討論の通告がありません。 

  これにて議案第29号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第29号 地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書につきまし

て、本案を原案のとおり決するに賛成の皆様の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（武居弘治議員） 起立全員であります。 

  よって、議案第29号は原案可決と決しました。 

  議案第30号の討論を行います。 

  討論の通告がありません。 

  これにて議案第30号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第30号 介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見

書につきまして、本案を原案のとおり決するに賛成の皆様の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（武居弘治議員） 起立全員であります。 

  よって、議案第30号は原案可決と決しました。 

 

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

 

◎日程の追加 

○議長（武居弘治議員） お諮りいたします。 

  この際、特定事件の閉会中における継続審査の件についてを日程に追加し、議題といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（武居弘治議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、特定事件の閉会中における継続審査の件を日程に追加し、議題とすることに決し

ました。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◎特定事件の閉会中における継続審査の件 

○議長（武居弘治議員） 日程第５、これより特定事件の閉会中における継続審査の件を議題

といたします。 

  特定事件につきましては、行政視察の実施について、各常任委員長よりお手元に配付して

あります一覧表のとおり申し出があります。 

  お諮りいたします。 

  特定事件につきましては、各常任委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査事件として

各常任委員会に付託をいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（武居弘治議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、特定事件につきましては、各常任委員会に付託をすることに決しました。 

  これをもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 

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

 

◎市長あいさつ 

○議長（武居弘治議員） ここで閉会に当たり、市長よりごあいさつがあります。 

  木津雅晟市長。 

〔木津雅晟市長 登壇〕 

○市長（木津雅晟） 議長のお許しをいただきましたので、３月定例市議会の閉会に当たり、

一言ごあいさつを申し上げます。 

  本定例会では、希望の郷交流センター設置及び管理条例や令和４年度一般会計予算、各特

別会計予算など24議案に対しまして、慎重なるご審議の上、ご決定をいただき、厚く御礼を

申し上げます。また、一般質問では貴重なご意見、ご提言を賜りましたので、今後、十分な

研究と検討をいたしまして、市政運営に生かしてまいりたいと存じます。 

  さて、５月３日の市制施行50周年がいよいよ目前に迫ってまいりました。本定例会初日の

施政方針でも申し上げましたとおり、今年は様々な記念行事を実施し、大きく発展してきた

本市の50周年を市を挙げて祝ってまいります。 

  今後におきましても、先人たちがこの50年間築いてまいりました礎を大切に受け継ぎなが
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ら、さらに魅力あふれるまちを目指し、「ふるさと三郷 みんながほほえむまちづくり」を

進めてまいりますので、皆様には引き続きお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

  結びに、ようやく春らしい気候となってまいりましたが、まだ冷える日もあるようでござ

います。議員の皆様には健康に十分ご留意され、さらなるご活躍を心よりご祈念申し上げ、

閉会のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（武居弘治議員） 令和４年度は、三郷市が市制50周年を迎える年であります。輝かし

い新年度となりますことを皆様とともに祈念したいと思います。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（武居弘治議員） これにて令和４年３月三郷市議会定例会を閉会いたします。 

 

閉会 午前１１時０２分 

 


