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開会 午前１０時０３分 

 

◎開会の宣告 

○議長（武居弘治議員） ただいまから令和４年12月三郷市議会定例会を開会いたします。 

  ただいまの出席議員は23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。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（武居弘治議員） 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。 

  ９月定例会後の諸般の報告を行います。 

  初めに、議長会関係について報告いたします。 

  10月５日、東南部正副議長会視察研修会が開催され、東京都江東区の「そなエリア東京」

について視察研修をいたしました。 

  10月18日、埼玉県市議会議長会役員会が東松山市において開催され、「令和５年度各市負

担金」などについて協議いたしました。 

  次に、議員の行政視察について報告いたします。 

  一色雄生議員は、10月６日、吉川市における「吉川美南駅前公共施設整備」について、11

月７日、千葉県柏市における「柏の葉スマートシティ」について視察をいたしました。 

  宇治由紀子議員及び一色雄生議員は、10月12日、公益財団法人埼玉県下水道公社中川支社

における「水処理施設」について視察をいたしました。 

  政志会では、11月８日、島根県安来市における「安来節演芸館整備の経緯・手法、概要」

「伝統文化」について、９日、島根県大田市における「移住・定住推進の取り組み」につい

て、10日、島根県出雲市における「縁結びデジタルプロモーション事業の概要及び産業観光
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情報発信事業」、「出雲の『いいね！』発信事業の概要及び縁結び情報発信」について視察

をいたしました。 

  次に、本市への視察について報告いたします。 

  10月５日、千葉県大網白里市議会三常任委員会合同17名が「まちづくり事業」について、

10月17日、大阪府茨木市議会総務常任委員会７名が「自主防災組織の取組及び消防団サポー

ター・女性消防団事業」について、10月25日、愛知県長久手市議会教育福祉委員会８名が

「日本一の読書のまち推進事業」について、10月26日、山口県周南市議会周南市民の会６名

が「日本一の読書のまちの取組」について、10月31日、栃木県下野市議会総務常任委員会６

名が「三郷市自主防災組織連絡協議会、自主防災組織設立及び活動推進」について、11月９

日、島根県出雲市議会総務常任委員会６名が「自主防災組織の取組」について、11月10日、

福岡県糸島市議会総務文教常任委員会７名が「自主防災組織連絡協議会推進事業、自主防災

組織設立及び活動推進事業」について、11月14日、愛知県常滑市議会文教厚生委員会６名が

「日本一の読書のまち推進事業」について視察に見えました。 

  次に、本定例会において、地方自治法第121条第１項の規定により、説明員となる出席者

の一覧、提出議案一覧表及び本日の議事日程につきましては、皆様のお手元に配付いたして

ございます。 

また、請願文書表を作成いたしましたので、皆様に配付してございます。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（武居弘治議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、 

    ４番 宇 治 由紀子 議員 

    ５番 一 色 雄 生 議員 

    ６番 渡 邉 雅 人 議員 

  以上、３名を指名いたします。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◎会期の決定 

○議長（武居弘治議員） 日程第２、会期の決定を行います。 

  本定例会の会期については、去る11月21日、議会運営委員会が開催されましたので、その

結果について、議会運営委員長より報告願います。 

  佐藤裕之議員。 

〔佐藤裕之議会運営委員長 登壇〕 

○議会運営委員長（佐藤裕之議員） おはようございます。 

  去る11月21日、議会運営委員会が開催されましたので、ご報告いたします。 

  12月定例会の会期につきましては、本日28日から12月９日までの12日間に決定をいたしま

した。提出案件につきましては、報告５件、議案19件、請願１件、陳情１件、要望１件であ

ります。説明員としての出席者につきましては、市長をはじめ21名でございます。 

  次に、一部採決でございますが、議案第64号、議案第65号及び議案第81号につきましては、

委員会付託を省略し、11月30日に討論・採決を行います。また、議案第82号につきましては、

人事案件でございますので、委員会付託及び討論を省略して11月30日に採決を行います。 

  なお、当該人事案件が同意された場合は、12月６日の開議前に議場において紹介がありま

す。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 以上で議会運営委員長の報告を終わります。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から12月９日までの12日間とい

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、会期は本日から12月９日までの12日間と決しました。 

 

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

 

◎市長の所信表明 

○議長（武居弘治議員） 日程第３、ここで市長より所信表明を行いたい旨の申出があります
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のでこれを許します。 

  木津雅晟市長。 

〔木津雅晟市長 登壇〕 

○市長（木津雅晟） 令和４年12月三郷市議会定例会の開会に当たり、今後の市政運営に関す

る私の所信を述べる機会をいただき、厚く御礼申し上げます。 

  私は、去る10月23日の市長選挙におきまして、皆様からご支援を賜り、引き続き市政運営

を担うこととなりました。これまでの４期16年における様々な取組を評価いただいたものと

深く感謝を申し上げます。 

  また、これからのまちづくりに思いをはせますと、改めてその重責に身の引き締まる思い

でございます。 

  さて、近年における我が国の情勢といたしましては、人口減少と少子高齢化の進展、新型

コロナウイルス感染症の蔓延、物価高騰など、多くの課題が山積しており、地方公共団体に

求められる期待が一層大きくなっているところでございます。 

  このような中、私は常に市民感覚と経営感覚を大切にし、本市の発展と市民生活の向上の

ため、積極的にまちづくりを進めてまいりました。 

  併せて、コロナ禍や物価高騰から市民の健康と地域経済を守るため、感染症対策並びに家

計や事業者への支援に注力してまいりました。 

  こうした取組により本市では、人口は10年連続の増加、一般会計当初予算は15年連続の増

額を果たすなど、「人にも企業にも選ばれる魅力的なまち」へと成長を遂げております。 

  これもひとえに市民の皆様、そして議員各位の多大なるご支援、ご協力のたまものであり、

深く感謝を申し上げます。 

  今後の市政運営に当たりましては、本市のポテンシャルを最大限に生かし、さらに安全・

安心で住みよいまちとするため、「第５次三郷市総合計画前期基本計画」に掲げる３つの重

点テーマ、１点目「持続可能な拠点の形成（まちづくりは道づくり）」、２点目「多様性の

ある地域の確立（地域コミュニティの充実）」、３点目「質の高い教育と切れ目ない子育て

支援の強化（子どもたちの成長を見守る・夢を育む）」以上３点をまちづくりの指針として

市政を進めてまいります。 

  具体的な施策を申し上げますと、「持続可能な拠点の形成（まちづくりは道づくり）」に

つきましては、来年春に開通いたします（仮称）三郷流山橋、並びに令和６年度に完成予定

の常磐自動車道三郷料金所スマートインターチェンジフルインター化の整備効果が最大限に
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発揮されるよう、新橋から市内へ続く都市軸道路の早期整備を関係機関と連携しながら進め

てまいります。 

  また、まちの安全・安心な利便性のさらなる向上に向け、防災とコミュニティ機能を備え

た施設の建設、都市計画道路の整備、老朽化した不燃物処理場及び給食センターの移転、三

郷中央駅前広場と三郷駅南口のリニューアルなどを推進してまいります。 

  「多様性のある地域の確立（地域コミュニティの充実）」につきましては、来年２月、み

さと団地地区に開設いたします「希望の郷交流センター」は、児童館、交流・多目的スペー

ス、市内４か所目となる温浴施設を備えております。地域の皆様に親しまれ、にぎわいの場

となるよう、施設の機能を十分に生かした運営を行ってまいります。 

  また、インター南中央公園に、障がいの有無にかかわらず、共に遊ぶことのできる遊具を

整備中であり、来年春に完成いたします。新たな交流やコミュニティの形成に寄与するよう、

効果的な活用を図ってまいります。 

  さらには、超高齢社会を迎える中で、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施するな

ど、住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らせるよう福祉施策を充実させてまいります。 

  「質の高い教育と切れ目のない子育て支援の強化（子どもたちの成長を見守る・夢を育

む）」につきましては、こども医療費の対象を来年４月から通院、入院ともに18歳まで拡大

いたします。 

  また、「日本一の読書のまち三郷」のさらなる推進に向けては、気軽に本を手に取り、手

続要らずでも借りることのできる「ふれあい文庫」について、現在、公共施設、郵便局、病

院、自動車販売店、コーヒーショップ、商業施設、宿泊施設など市内21か所に設置しており

ますが、より多くの市民が手軽に読書を楽しむことができるよう、設置場所を増やしてまい

ります。 

  私はまちづくりにおいて、市民の安全・安心の確保を基本としながら、本市の資源を生か

すこと、そして市民と市民が触れ合い、絆を育むことが重要であると考えております。 

  ５期目に当たりましては、子どもたち、高齢者、障がい者など、あらゆる市民にとってさ

らに住みよいまちとなるよう、「ふるさと三郷 みんながほほえむまちづくり」を加速させ、

第５次三郷市総合計画に掲げております将来都市像「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～」の実現に一層近づけてまいります。 

  未来の三郷をさらに輝かせる決意と覚悟を持って各種施策に取り組んでまいる所存でござ

います。議員各位の一層のご理解とご協力を切にお願い申し上げ、５期目の就任に当たって
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の所信表明といたします。 

 

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

 

◎報告第４２号～報告第４６号について 

○議長（武居弘治議員） 日程第４、報告第42号から報告第46号までの報告書が提出されてお

ります。 

  提出されました報告書につきましては、皆様のお手元に配付いたしてございますので、こ

れにてご了承願います。 

 

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

 

◎議案第６４号及び議案第６５号の上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第５、議案第64号及び議案第65号を議題といたします。 

  議案第64号の提案理由の説明を求めます。 

  藤丸譲司水道部長。 

〔藤丸譲司水道部長 登壇〕 

○水道部長（藤丸譲司） 議案第64号 専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し

上げます。 

  議案書の１ページ及び議案参考資料の１ページをお開き願います。 

  初めに、提案理由でございますが、地盤沈下事故に関して損害賠償額を定め、和解するこ

とについて専決処分をしたので、地方自治法第179条第３項の規定により、この案を提出す

るものでございます。 

  議案書の２ページをお開き願います。 

  専決第10号 専決処分書の写しでございます。このたびの専決処分は、市が行った漏水修

理工事が原因で生じた相手方敷地の外塀等の損害に対し、損害賠償額282万9,960円を支払い、

和解したものでございます。 

  本件につきましては、被害により通常の生活に支障を来しており、迅速な救済の実施が必

要という緊急性があったことから、地方自治法第179条第１項の規定により、議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであるものとして専決処分したものでございます。 
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  なお、議案参考資料の１ページに示談書の写しを添付させていただいております。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 議案第65号の提案理由の説明を求めます。 

  平川俊之財務部長。 

〔平川俊之財務部長 登壇〕 

○財務部長（平川俊之） 議案第65号 専決処分の承認を求めることについて説明をいたしま

す。 

  議案書３ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、物価高騰等に直面し、家計への影響が大きい住民税非課税世帯

等への支援として、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給するため、令和４

年度三郷市一般会計補正予算（第６号）を令和４年10月４日に専決処分したので、地方自治

法第179条第３項の規定により、この案を提出するものでございます。 

  恐れ入りますが、議案第65号別紙の令和４年度三郷市一般会計補正予算（第６号）をご覧

ください。 

  第１条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ７億1,143万8,000円を追加

し、総額を615億6,047万5,000円とするものでございます。 

  ６ページ、７ページをお開き願います。 

  ２歳入でございます。価格高騰緊急支援給付金支給事業費補助金でございますが、本給付

金の支給に伴う国からの補助金でございます。 

  ８ページ、９ページをお開き願います。 

  ３歳出でございます。電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業につきまし

ては、令和４年度住民税均等割非課税世帯等に対し、１世帯につき５万円を支給するもので

ございます。 

  対象世帯数につきましては、家計急変世帯を含み、約１万4,000世帯と見込んでおります。 

  以上で説明を終わります。ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎議案第６６号～議案第６８号の上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第６、議案第66号から議案第68号までを議題といたします。 
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  議案第66号から議案第68号までの提案理由の説明を求めます。 

  相馬喜一建設部長。 

〔相馬喜一建設部長 登壇〕 

○建設部長（相馬喜一） 順次ご説明申し上げます。 

  初めに、議案第66号 三郷市道路線の廃止につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の５ページと議案参考資料の３ページを併せてご覧いただければと存じます。 

  提案理由でございますが、埼玉県が事業を進める主要地方道越谷流山線バイパスの整備に

伴い、現地の道路形状に即した市道路線に再編成するため、市道1321号線ほか、計３路線を

廃止いたしたく、この案を提出するものでございます。 

  なお、法的根拠といたしましては、道路法第10条第１項の規定に基づき、路線を廃止する

ものでございます。 

  続きまして、議案第67号 三郷市道路線の変更につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の６ページから８ページと、議案参考資料の４ページから５ページを併せてご覧い

ただければと存じます。 

  提案理由でございますが、埼玉県が事業を進める主要地方道越谷流山線バイパスの整備に

伴い、現地の道路形状に即した市道路線に再編成するため、市道1305号線ほか計15路線を、

また、第５次三郷市総合計画に位置づける産業振興地区の開発行為により、付け替えられる

市道1983号線ほか計２路線の合わせて17路線を変更いたしたく、この案を提出するものでご

ざいます。 

  なお、法的根拠といたしましては、道路法第10条第２項の規定に基づき路線を変更するも

のでございます。 

  続きまして、議案第68号 三郷市道路線の認定につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の９ページから10ページと、議案参考資料の６ページから13ページを併せてご覧い

ただければと存じます。 

  提案理由でございますが、埼玉県が事業を進める主要地方道越谷流山線バイパスの整備に

伴い、現地の道路形状に即した市道路線に再編成するため、市道1710号線ほか計15路線を、

また、第５次三郷市総合計画に位置づける産業振興地区の開発行為により付け替えられる市

道2070号線の１路線を、また、開発行為により帰属道路となる市道3235号線ほか計３路線の

合わせて19路線を認定いたしたく、この案を提出するものでございます。 

  なお、法的根拠といたしましては、道路法第８条第２項の規定に基づき路線を認定するも
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のでございます。 

  以上で議案第66号から議案第68号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

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

 

◎議案第６９号～議案第７６号及び議案第８１号上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第７、議案第69号から議案第76号及び議案第81号を議題といた

します。 

  議案第69号の提案理由の説明を求めます。 

  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） 議案第69号 三郷市行政組織条例の一部を改正する条例につき

ましてご説明申し上げます。 

  議案書11ページ、議案参考資料14ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、社会情勢の変化に伴う新たな行政課題及び多様な住民ニーズに

対応し、行政事務のより一層の効率化を推進するため、行政組織の改善を図りたいので、こ

の案を提出するものでございます。 

  それでは内容のご説明を申し上げます。 

  まず、第１条でございますが、本条は部の設置に関して規定しております。 

  同条の表の改正でございますが、現行の「市民経済部・スポーツ健康部」を「市民生活

部・地域振興部・いきいき健康部」とし、９部１課から10部１課に改めるものでございます。 

  次に、第２条でございますが、本条では部の事務分掌を規定しております。 

  同条の表の改正による各部の事務分掌でございますが、企画政策部につきましては、企画

政策、情報政策、秘書業務、広報・公聴を所管し、総合政策やデジタル化、広報・公聴、シ

ティセールスなどを積極的に推進してまいります。 

  総務部につきましては、総務、人権・男女共同参画、人事、契約・工事検査を所管し、議

会や一般行政、調査統計など、内部事務を効率的に遂行してまいります。 

  市民生活部につきましては、戸籍や住民基本台帳、交通安全、防犯、消費生活、市民相談、

環境、清掃に関する業務を所管し、市民生活に密接に関わる業務を遂行してまいります。 
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  地域振興部につきましては、自治振興、文化振興、市民活動、産業、労政、農業、スポー

ツ振興に関する業務を所管し、にぎわいのある地域振興に努めてまいります。 

  いきいき健康部につきましては、健康推進、地域医療、国民健康保険、高齢者医療、国民

年金、高齢者福祉、介護保険に関する業務を所管し、高齢者の保健事業と介護予防事業の一

体的な実施に取り組んでまいります。 

  福祉部につきましては、児童及び高齢者福祉を除く社会福祉の充実にさらに取り組んでま

いります。 

  最後に附則でございますが、第１項は施行期日でございまして、この条例は令和５年４月

１日から施行するものでございます。 

  次に、第２項の「三郷市まちづくり委員会条例」から第９項の「三郷市健康推進協議会条

例」までの８条例の一部改正につきましては、このたびの機構改善に伴い、各委員会、審議

会等の事務を所管する部、課名を新組織に合わせて改正するものでございます。 

  以上で議案第69号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 議案第70号から議案第73号及び議案第81号の提案理由の説明を求め

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） 順次ご説明申し上げます。 

  初めに、議案第70号 三郷市個人情報の保護に関する法律施行条例につきましてご説明申

し上げます。 

  議案書14ページ、議案参考資料18ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、個人情報の保護に関する法律が令和３年５月に改正され、令和

５年４月１日から施行されることに伴い、地方公共団体における個人情報保護制度は、国の

行政機関、民間事業者と同様に、法令の規律により運用することとなりますことから、条例

で定めるべき事項及び条例に定めることが許容されている事項のうち、必要な事項を条例で

定めるため、この案を提出するものでございます。 

  それでは、内容についてご説明申し上げます。 

  第１条では、条例の趣旨について、第２条では、用語の定義について、第３条では、法定

の個人情報ファイル簿に加えて、現在、個人情報の保護管理に利用している独自の登録簿を

引き続き備え付けることについて規定し、第４条では、開示請求に係る手数料を現行条例の
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規定と同様に無料とし、開示の実施に要する費用については請求者負担とすることを規定し

ております。 

  最後に、第５条では、個人情報保護審議会への諮問事項、審議会の運営等について規定す

るものでございます。 

  また、附則におきましては、三郷市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正、三郷

市個人情報保護条例の廃止について、及び罰則規定の経過措置等を規定するものでございま

す。 

  施行日につきましては、令和５年４月１日でございます。 

  続きまして、議案第71号 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書19ページ、議案参考資料20ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、一般職の国家公務員の俸給月額及び勤勉手当の支給月数の改定

並びに住居手当の支給の範囲との権衡を考慮し、一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支

給月数の改定並びに持ち家に係る住居手当の廃止をしたいので、この案を提出するものでご

ざいます。 

  内容についてご説明申し上げます。 

  初めに、給料月額の改定でございますが、第１条で、別表第１「行政職給料表」の適用を

受ける職員の初任給及び若年層の給料月額の引上げを行うものでございます。また、第４条

で、特定任期付職員の給料表１号給の給料月額を引き上げるものでございます。 

  次に、勤勉手当の支給月数の改定でございますが、第１条で、令和４年12月分の支給月数

を再任用職員以外の職員については0.1月、再任用職員については0.05月引き上げるもので

ございます。これにより、年間の期末勤勉手当の合計支給月数は、再任用職員以外の職員が

4.4月、再任用職員が2.3月となります。また、第２条で、令和５年度以降の勤勉手当の支給

月数を、６月期と12月期が均等になるよう再配分するものでございます。 

  次に、住居手当でございますが、自己所有し、居住している職員に対する手当の支給につ

きまして、第２条で令和５年４月から支給額を現在の半額とし、第３条で令和６年４月から

廃止いたすものでございます。 

  最後に附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございますが、持ち

家に係る住居手当の減額及び令和５年以降の勤勉手当の支給月数が均等になるよう再配分す

ることに関しましては令和５年４月１日から、持ち家に係る住居手当の廃止に関しましては
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令和６年４月１日から施行するものでございます。 

  また、給料表の改定は令和４年４月１日に遡及適用し、勤勉手当の支給月数の改定は令和

４年12月１日から適用するものでございます。 

  附則第２条では、水道部職員の給与を定める三郷市企業職員の給与の種類及び基準を定め

る条例の一部を改正し、持ち家に係る住居手当の廃止を行うものでございます。 

  附則第３条及び第４条では、給与の内払いを規定しております。 

  続きまして、議案第72号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び三郷市教育委員会教

育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書25ページ、議案参考資料29ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、一般職の職員に対して支給する勤勉手当の支給月数の改定との

権衡を考慮し、市長及び副市長並びに教育長に対して支給する期末手当の支給月数の改定等

をしたいので、この案を提出するものでございます。 

  内容についてご説明申し上げます。 

  第１条及び第３条では、令和４年12月期の市長及び副市長並びに教育長の期末手当の支給

月数を、それぞれ0.1月分を引き上げるものでございます。 

  次に、第２条及び第４条では、令和５年度以降の期末手当の支給月数を６月期と12月期が

均等になるよう再配分するものでございます。 

  最後に附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、令和４年12月１日から適用

するものでございます。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和５年４月１日から施行す

るものでございます。 

  続きまして、議案第73号 三郷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例につ

きましてご説明申し上げます。 

  議案書27ページ、議案参考資料31ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、地方公務員法の改正に伴い、職員の定年の引上げ等に関し、必

要な事項を定める等、条例の整備を図りたいため、この案を提出するものでございます。 

  それでは、内容についてご説明申し上げます。 

  第１条で改正いたします「三郷市職員の定年等に関する条例」でございますが、第３条の

「定年」について、年齢を65歳といたします。ただし、附則第３項により、令和５年４月１

日から令和13年３月31日までの間の２年ごとに、現在の定年60歳を１歳ずつ引き上げる経過

措置を行うものでございます。 
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  次に、第６条から第11条までの第３章では、地方公務員法の改正による管理監督職勤務上

限年齢制、いわゆる役職定年制について、対象となる職を管理職手当が支給される職員の職

とし、また、上限年齢を60歳とするなど規定の整備をいたします。 

  次に、第12条及び第13条の第４章では、地方公務員法の改正による定年前再任用短時間勤

務制について、60歳に達した日以降であって、定年前に退職した職員を定年退職日相当日ま

で任用することができる等、規定の整備をいたします。 

  なお、附則第２条により、三郷市職員の再任用に関する条例を廃止いたしますが、職員の

定年が65歳になる令和13年度末までの間、希望する職員が現行の再任用制度と同様、65歳ま

で暫定再任用できるよう、附則第３条から第11条に経過措置等の規定を整備いたします。 

  第２条の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び第３条の職員の懲戒の手続及

び効果に関する条例の一部改正につきましては、第４条で改正いたします職員の給与に関す

る条例の改正に伴う規定の整備でございます。 

  次に、第４条、職員の給与に関する条例の改正内容でございますが、附則第３項から第９

項において、当分の間、職員の給料月額は、60歳に達した日後の最初の４月１日以降、国家

公務員の給与の取扱いを考慮し、従前の７割といたすなど、定年の引上げ等に関連した規定

の整備や文言の整理を行うものでございます。 

  条例第５条の三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例から、第12条の三郷市会

計年度任用職員の報酬等に関する条例までの８つの条例の一部改正につきましては、60歳を

超える職員の給料７割措置や定年前再任用短時間勤務制など、定年の引上げ等に伴う規定の

整備及び文言の整理等を行うものでございます。 

  最後に附則でございますが、この条例は令和５年４月１日から施行するものでございます。

ただし、附則第12条で規定する令和５年度中に60歳に達する職員に対する定年の引上げ等に

係る任用及び給与に関する措置等の情報提供等に関する規定については、公布の日から施行

いたします。 

  また、附則第13条から第25条では、暫定再任用職員の給料等について、経過措置を規定す

るものでございます。 

  続きまして、議案第81号 市長等の給与の特例に関する条例につきましてご説明申し上げ

ます。 

  議案書59ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、平成19年１月から減額をしております市長、副市長、教育長の
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給料及び期末手当の額について、行財政改革を推進している中で今後も減額をしたいので、

この案を提出するものでございます。 

  それでは内容についてご説明申し上げます。 

  第１条につきましては、市長及び副市長の給与の特例に関する規定でございまして、市長

及び副市長の給料月額及び期末手当の額は、市長及び副市長の給与等に関する条例第３条に

規定されている給料月額及び第５条第２項に規定されている期末手当の額から、市長にあっ

ては10％、副市長にあっては５％に相当する額をそれぞれ減額した額とするものでございま

す。 

  第２条につきましては、教育長の給与の特例に関する規定でございまして、教育長の給料

月額及び期末手当の額は、三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第３条に規定され

ている給料月額及び同条例第５条第２項に規定されている期末手当の額から３％に相当する

額を減額した額とするものでございます。 

  附則でございますが、第１項につきましては、この条例は令和４年12月１日から施行する

ことを規定するものでございます。 

  第２項につきましては、この条例は令和８年11月13日限りで効力を失うことを規定するも

のでございます。 

  以上で議案第70号から議案第73号及び議案第81号の説明を終わります。ご審議賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 議案第74号の提案理由の説明を求めます。 

  平川俊之財務部長。 

〔平川俊之財務部長 登壇〕 

○財務部長（平川俊之） 議案第74号 三郷市手数料徴収条例の一部を改正する条例につきま

してご説明いたします。 

  議案書51ページをお開き願います。 

  議案参考資料62ページから64ページを併せてご覧いただきたいと存じます。 

  初めに、提案理由でございますが、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則等の改正

により、規定の整理を図りたいのでこの案を提出するものでございます。 

  低炭素建築物認定制度につきましては、省エネ性能に関して、一般的な建築物より優れて

いるものを認定の対象としております。 

  改正内容でございますが、改正前は共同住宅等におきましては、住戸のみの申請が可能で
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したが、規則等の改正により、太陽光パネルなどの再生可能エネルギーが屋根などの共用部

分に導入されているかなどが認定基準に加えられたことで、共用部分を含めた建築物全体で

認定する必要があることから、認定申請単位から「住戸のみ」を廃止し、「建築物全体」の

申請のみとすることに合わせて、文言の整理を行うものでございます。 

  附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

  また、現に認定を受けている住戸の変更認定申請に関する経過措置を設けております。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（武居弘治議員） 議案第75号の提案理由の説明を求めます。 

  妹尾安浩福祉部長。 

〔妹尾安浩福祉部長 登壇〕 

○福祉部長（妹尾安浩） 議案第75号 三郷市立老人憩いの家設置及び管理条例を廃止する条

例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の52ページをお願いいたします。 

  提案理由でございますが、三郷市立老人憩いの家を廃止したいので、この案を提出するも

のでございます。 

 「三郷市立老人憩いの家やすらぎ荘」につきましては、令和２年６月に策定いたしました

「（仮称）三郷市多世代交流複合施設基本構想」に基づき、新施設である三郷市立希望の郷

交流センターに機能を集約すること及び設置から29年が経過し、施設が老朽化していること

から廃止するものでございます。 

  なお、附則といたしまして、この条例の施行日を令和５年３月31日とするものでございま

す。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（武居弘治議員） 議案第76号の提案理由の説明を求めます。 

  須賀加奈子ども未来部長。 

〔須賀加奈子ども未来部長 登壇〕 

○子ども未来部長（須賀加奈） 議案第76号 三郷市こども医療費支給に関する条例の一部を

改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案書53ページ、議案参考資料65ページをお開き願います。 

  提案理由でございますが、こども医療費支給事業の対象となるこどもの範囲を拡大するた

め、条例の整備を図りたいので、この案を提出するものでございます。 
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  改正の内容でございますが、第２条の改正は、こども医療費支給事業の対象となるこども

の範囲を、満18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者にまで拡大するための

ものでございます。 

  附則でございますが、第１項では、この条例の施行日を令和５年４月１日と規定するもの

でございます。第２項につきましては、経過措置について、第３項及び第４項につきまして

は、こども医療費の支給に関し、必要な受給資格の登録等の準備行為について、施行日前に

おいてもできることを規定するものでございます。 

  以上で議案第76号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５６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。 

 

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

 

◎議案第７７号～議案第８０号の上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第８、議案第77号から議案第80号までを議題といたします。 

  議案第77号の提案理由の説明を求めます。 

  平川俊之財務部長。 

〔平川俊之財務部長 登壇〕 

○財務部長（平川俊之） 議案第77号 令和４年度三郷市一般会計補正予算（第７号）につき

ましてご説明いたします。 

  別冊の補正予算書２ページをお開き願います。 

  第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ４億714万7,000円を追加

し、総額を619億6,762万2,000円とするものでございます。 

  第２条繰越明許費及び第３条債務負担行為の補正につきましては、６ページ以降をご覧く

ださい。 
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  第２表繰越明許費でございますが、年度内に支出が終わらない見込みとなった２事業につ

いて、翌年度への繰越しを行うものでございます。 

  このうち、三郷市生活支援臨時特別給付金事業につきましては、詳細を後ほどご説明いた

しますが、令和５年度まで継続して実施する事業であることから、繰越明許費を設定したと

ころでございます。 

  ７、８ページをお開き願います。 

  第３表債務負担行為補正でございますが、このたびの追加につきましては、令和５年度当

初からの契約の履行や、業務の継続を必要とする事業が主なものでございます。 

  12、13ページをお開き願います。 

  ２歳入でございます。 

  障害者自立支援給付費負担金及び障害児福祉サービス給付費負担金につきましては、障害

福祉サービス給付事業に係る国庫負担金でございます。 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、国から示された交付

限度額の全額を計上するものでございます。 

  子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業分）につきましては、公営児童クラ

ブの会計年度任用職員人件費に係る国庫補助金でございます。 

  障害者自立支援給付費負担金及び埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金につきましては、

障害福祉サービス給付事業に係る県負担金でございます。 

  放課後児童健全育成事業費補助金につきましては、公営児童クラブの会計年度任用職員人

件費に係る県補助金でございます。 

  埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業補助金につきましては、物価高騰に伴う保育所等へ

の支援事業に係る県補助金でございます。 

  後期高齢者医療費負担金精算金につきましては、令和３年度後期高齢者医療費負担金の精

算額確定に伴うものでございます。 

  14、15ページをお開き願います。 

  ３歳出でございます。 

  各款にわたります職員人件費につきましては、４月以降の人事異動及び人事院勧告に基づ

く職員の勤勉手当支給月数の改定などに伴うものでございます。 

  16、17ページをお開き願います。 

  財政調整基金積立につきましては、補正による差額を積み立てるものでございます。補正
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後の基金残高は、約30億7,000万円を見込んでおります。 

  庁舎管理事業につきましては、エネルギー価格高騰による燃料費及び光熱水費の増額でご

ざいます。 

  なお、このたびの補正予算において庁舎管理事業以外にも、燃料費及び光熱水費を増額し

ている事業が９事業ございますが、全てエネルギー価格高騰によるものでございますので、

説明は割愛させていただきます。 

  補正額につきましては、10事業合計で１億2,523万7,000円でございます。 

  少し飛びまして、26、27ページをお開き願います。 

  ２つ目の三郷市生活支援臨時特別給付金事業につきましては、国の住民税非課税世帯等に

対する電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給していない世帯のうち、令和３

年の世帯全員の合計所得金額が200万円以下の世帯に対し、１世帯当たり２万円を給付する

ものでございます。 

  対象世帯を約１万1,600世帯と見込んでおります。 

  なお、本事業につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源

としております。 

  次の障害福祉サービス給付事業につきましては、福祉・介護職員の処遇改善を目的として、

障害福祉サービス等の報酬改訂が行われたため、介護給付費等を増額するものでございます。 

  移動支援事業につきましては、利用実績の増加に対応するため、予算額を増額するもので

ございます。 

  少し飛びまして、34、35ページをお開き願います。 

  中段の民間保育所等運営支援事業及び認定こども園運営改善費等支援事業、１つ飛びまし

て、保育所併設型民営児童クラブ事業につきましては、私立の保育所等の負担を軽減するた

め、光熱費の価格上昇相当分を支援するものでございます。 

  補助額につきましては、市内の認可保育園、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保

育施設及び認可外保育施設につきましては、施設の利用定員１人当たり1,700円、民営児童

クラブにつきましては、施設の利用定員１人当たり500円を給付するものでございます。 

  なお、本事業につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源

としております。 

  ページ飛びまして、54、55ページをお開き願います。 

  下段の岩野木学校給食センター運営管理事業及び鷹野学校給食センター運営管理事業につ
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きましては、燃料費及び光熱水費を増額するとともに、施設の適正管理のため、修繕料を増

額するものでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（武居弘治議員） 議案第78号の提案理由の説明を求めます。 

  益子敏幸スポーツ健康部長。 

〔益子敏幸スポーツ健康部長 登壇〕 

○スポーツ健康部長（益子敏幸） 議案第78号 令和４年度三郷市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）につきましてご説明申し上げます。 

  同じく別冊の補正予算書65ページをお開き願います。 

  今回の補正につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

280万円を追加し、総額を137億7,086万2,000円とするものでございます。 

  初めに、歳入でございますが、70、71ページをお開き願います。 

  ５款１項１目保険給付費等交付金につきましては、傷病手当金の増額に合わせて同額を補

正するものでございます。 

  次に、歳出でございますが、次ページ、72、73ページをお開き願います。 

  ２款６項１目傷病手当金につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染もしくは感染

の疑いによって給与を受けられなくなった被保険者に対し給付するもので、これまでの実績

や今後の給付等を見据え、280万円を増額するものでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 議案第79号の提案理由の説明を求めます。 

  藤丸譲司水道部長。 

〔藤丸譲司水道部長 登壇〕 

○水道部長（藤丸譲司） 議案第79号 令和４年度三郷市上水道事業特別会計補正予算（第２

号）につきましてご説明申し上げます。 

  別冊の補正予算書75ページをご覧ください。 

  初めに、第２条令和４年度三郷市上水道事業特別会計予算第３条に定めた収益的収入及び

支出の予定額を補正するものでございまして、収入の１款水道事業収益を400万円増額し、

25億6,980万2,000円とするものでございます。 

  内容といたしましては、次にご説明いたします支出のうち、動力費の増額に伴い、消費税

及び地方消費税還付金が増加することから、２項営業外収益を増額するものでございます。 
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  また、支出の１款水道事業費用を3,925万2,000円増額し、25億7,609万6,000円とするもの

でございます。 

  内容といたしましては、電力量料金の上昇に伴う動力費の増額や、給与改定及び人事異動

に伴い、給与などに変更が生じるため、１項営業費用を増額するものでございます。 

  次に、第３条予算第４条中、資本的支出額に対し不足する額「８億3,521万2,000円」を

「８億3,843万6,000円」に、過年度分損益勘定留保資金「６億6,842万7,000円」を「６億

7,165万1,000円」に改め、１款資本的支出を322万4,000円増額し、14億5,725万9,000円とす

るものでございます。 

  内容といたしましては、給与改定及び人事異動に伴い給与などに変更が生じるため、１項

建設改良費を増額するものでございます。 

  次に、第４条予算第９条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の

金額を改めるものでございまして、職員給与費を152万4,000円減額し、２億2,184万3,000円

とするものでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武居弘治議員） 議案第80号の提案理由の説明を求めます。 

  相馬喜一建設部長。 

〔相馬喜一建設部長 登壇〕 

○建設部長（相馬喜一） 議案第80号 令和４年度三郷市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）につきましてご説明申し上げます。 

  別冊の補正予算書90ページをお開き願います。 

  初めに、第２条でございますが、令和４年度三郷市公共下水道事業特別会計当初予算の第

２条に定めております「業務の予定量」の予定額を補正するものでございます。 

  補正の内容でございますが、資本的支出の増額に伴いまして、主要な建設改良事業のうち、

管渠事業を7,500万円増額し、15億7,500万円とするものでございます。 

  次に、第３条でございますが、当初予算の第３条に定めております収益的収入及び支出の

予定額を補正するものでございます。 

  補正の内容でございますが、収益的収入につきましては、建設改良費の増額に伴い、消費

税及び地方消費税還付金の収益が増額になるため、１款下水道事業収益を681万8,000円増額

し、31億4,160万5,000円とするものでございます。 

  また、その下の収益的支出につきましては、本年４月の人事異動などに伴いまして、１款
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下水道事業費用を547万1,000円減額し、29億6,871万1,000円とするものでございます。 

  次に、第４条でございますが、当初予算の第４条に定めております資本的収入及び支出の

予定額を補正するものでございます。 

  補正の内容でございますが、次ページ、91ページの上段になりますが、資本的収入につき

ましては、建設改良費の増額に伴い、その財源を企業債により充当するため、１款資本的収

入を7,500万円増額し、24億3,679万3,000円とするものでございます。 

  また、その下の資本的支出につきましては、本年４月の人事異動などによる減額、及び資

材価格の高騰などによる建設改良費の増額に伴いまして、１款資本的支出を7,082万6,000円

増額し、35億8,436万1,000円とするものでございます。 

 また、１つページが戻りまして、90ページの下段でございますが、資本的収入及び支出の予

定額の補正と、令和３年度決算に伴う補てん財源残高の変動によりまして、資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額「11億5,174万2,000円」を「11億4,756万8,000円」に改め

るとともに、過年度分損益勘定留保資金「9,822万7,000円」を「2,411万9,000円」に、当年

度分損益勘定留保資金「９億5,175万円」を「９億7,529万1,000円」にそれぞれ額を改め、

減債積立金4,639万3,000円を追加するものでございます。 

  次に、次ページ、91ページ中段の第５条でございますが、当初予算の第６条に定めており

ます企業債のうち、公共下水道事業につきまして、7,500万円増額し、13億860万円とするも

のでございます。 

  次に、第６条でございますが、当初予算の第９条に定めております議会の議決を得なけれ

ば流用することのできない経費につきまして、職員給与費を964万5,000円減額し、１億

1,546万5,000円とするものでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

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

 

◎議案第８２号の上程・説明 

○議長（武居弘治議員） 日程第９、議案第82号を議題といたします。 

  議案第82号の提案理由の説明を求めます。 

  木津雅晟市長。 

〔木津雅晟市長 登壇〕 
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○市長（木津雅晟） 議案第82号 公平委員会委員の選任について提案理由のご説明を申し上

げます。 

  公平委員会委員、阿部正博氏の任期は令和４年12月14日で満了となるため、後任として須

賀翼氏を選任することについて同意を得たいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定に

より、この案を提出するものでございます。 

  なお、資料として、須賀翼氏の略歴を添付いたしましたので、参考にしていただきたいと

存じます。 

 

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

 

◎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 午前１１時２７分 


