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開会 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12月三郷市議会定例会第３日目の会議を開きます。 

  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。 

  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。 

 

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

 

◎議案第６４号及び議案第６５号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第１、これより議案第64号及び議案第65号に対する質疑を行い

ます。 

  質疑の通告がありますので、発言を許します。 

  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） おはようございます。 

  私からは、議案第64号及び議案第65号 専決処分の承認を求めることについて質疑をさせ

ていただきます。 

  初めに、議案第64号については２点伺います。 

  ご説明では、漏水の修理工事を実施したところ、外塀などに損害が起こり、地盤沈下事故

となったようなんですけれども、このときの工事の内容を詳細にお答えいただきたいと思い
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ます。 

  ２点目は、示談金の金額が示されましたが、この金額の積算根拠についてのご説明をいた

だきたいと思います。 

  続いて、議案第65号についてです。この議案についても２点伺います。 

  初めに、対象となる世帯数。 

  ２点目は、既に対象者には確認書なるものが送付されているようですけれども、申請が必

要なかたへの申請の手続、それから周知方法はどのようになっているのかお答えいただきた

いと思います。 

  以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 工藤議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、修理工事の内容を詳細にでございますが、専決処分をした相手方から平成28年２

月28日に住居内の蛇口から水道水が出ない旨の通報を受け、現地を確認したところ、水道メ

ーターから道路側での漏水が疑われたため、漏水箇所を特定するために道路や宅内の駐車場

を掘り、給水管からの漏水を発見いたしました。個人の宅地内ではございますが、水道メー

ターから道路側での漏水は道路の陥没等の二次的被害を防止するために市で漏水修理工事を

行っております。その後、至急修理工事の手配を行い、給水管の補修を行った後、掘った部

分を埋め戻し、駐車場をコンクリートで補修等を行って復旧いたしました。 

  なお、通常の漏水修理工事を行っており、その後の地盤沈下は予期しておりませんでした。 

  次に、賠償額となった工事費の積算根拠はでございますが、修理費として門柱、フェンス、

玄関前の上り口、駐車場のコンクリート、給湯器の傾き等の修繕の費用で273万4,000円、緊

急修理として浴室からの配水管が外れていたため、それを緊急で修繕したもので２万5,850

円、諸経費として工事期間中の駐車場代、入浴施設、コインランドリーの使用料で７万110

円となります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 妹尾安浩福祉部長。 

〔妹尾安浩福祉部長 登壇〕 

○福祉部長（妹尾安浩） 議案第65号 専決処分の承認を求めることについての質疑に順次お
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答えいたします。 

  専決処分をいたしました補正予算につきましては、国の電力・ガス・食料品等価格高騰緊

急支援給付金事業として令和４年度の課税状況に基づき、世帯員全員が非課税であるものに

対し、１世帯当たり５万円を給付するものでございます。 

  まず、１、対象となる世帯につきましては、現時点において給付金の支給対象として確認

書等を送付する世帯は１万3,565世帯となります。 

  次に、２、申請手続や周知の方法につきましては、直近で給付をいたしました令和４年度

の非課税世帯に対する臨時特別給付金の受給者に対しましては、口座等の変更事項の有無を

確認する届出書を送付し、それ以外の対象者につきましては確認書を順次送付いたします。

送付をされたかたが返信をされ次第、給付をされるということになります。 

  また、令和４年１月から12月までの家計急変世帯からの申請につきましては、既に受け付

けを開始しているところでございます。周知方法といたしましては、既に市ホームページで

の案内を行い、12月15日発行の広報にて周知をいたします。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子議員。 

○９番（工藤智加子議員） ご答弁ありがとうございます。 

  それでは、再質疑をさせていただきます。 

  議案第64号についてご説明をいただきましたが、いずれにしても予期せぬ事故だったとい

うふうに理解をしたわけですけれども、今後こういった修繕工事については今回のこういう

事故の経緯を教訓にしながら取り組んでいく必要があるというふうに思うんですけれども、

１点だけ確認をしたいのが、今ご説明があった浴室の配水管が外れていたという点について

は、施工業者の側に瑕疵がなかったのかどうか、ちょっとそこだけ確認をさせてください。 

  それから、議案第65号についてご説明いただきました。ホームページでの周知を図ってい

て、広報でもお知らせいただけるということなんですけれども、今回のこの制度については

先行して新聞やテレビで報道されたものですから、市民の皆様から私どものところに幾つか

問い合わせが入ったところです。ホームページは、なかなかお年寄りや高齢者のかたは難し

いということもありますので、できるだけ公共施設等にこういう制度が始まるよというよう

な周知も同時にやっていただきたいなというふうに思っているところなんです。 

  以前も、これお聞きしましたけれども、世帯支給となりますと、世帯主への支給というこ

とになります。例えば、ＤＶのような厳しい状況に置かれた方々に必要な支援金が届かない
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可能性があるということで、この辺の対処をどうしていくのかということですね、これにつ

いてお答えをいただきたいと思います。 

  以上で２回目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 工藤議員の再質疑につきましてお答えさせていただきます。 

  平成28年の約５年後、令和３年５月に相手側から駐車場が下がり給湯器が傾いたこと等に

よる補償の申し出があり、水道部といたしましてはこの申し出と最初の漏水修理工事の因果

関係を家屋調査会社に依頼し、漏水修理が原因と考えるとの調査を受けました。その後、保

険会社や市の顧問弁護士に相談して補償することとなった次第でございます。 

○議長（武居弘治議員） 妹尾安浩福祉部長。 

〔妹尾安浩福祉部長 登壇〕 

○福祉部長（妹尾安浩） 再度の質疑にお答えいたします。 

  ＤＶ関係への対応についてのご質問かと思います。ＤＶ関係につきましては、デリケート

な問題でもございますので、関係課もございますので、関係課と協力しながら連携して行っ

てまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で工藤智加子議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑は終わりました。 

  これにて議案第64号及び議案第65号に対する質疑を終結いたします。 

 

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

 

◎議案第６４号及び議案第６５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64号及び議案第65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。 
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  よって、議案第64号及び議案第65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。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１２分 

 

再開 午前１０時１２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６４号及び議案第６５号の討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第２、議案第64号及び議案第65号に対する討論・採決を行いま

す。 

  議案第64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64号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第64号 専決処分の承認を求めることについて、本案を原案のとおり承認することに

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64号は原案のとおり承認することに決しました。 

  議案第65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65号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第65号 専決処分の承認を求めることについて、本案を原案のとおり承認することに

賛成の皆様の起立を求めます。 
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〔起立全員〕 

○議長（武居弘治議員） 起立全員であります。 

  よって、議案第65号は原案のとおり承認することに決しました。 

 

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

 

◎議案第６６号～議案第７６号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第３、これより議案第66号から議案第76号までに対する質疑を

行います。 

  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 

  ８番、佐藤智仁議員。 

〔８番 佐藤智仁議員 登壇〕 

○８番（佐藤智仁議員） 議案第69号 三郷市行政組織条例の一部を改正する条例について、

３点質疑を行います。 

  初めに、１点目が行政組織を改正するに当たった条例制定の目的についてお答えください。 

  ２点目が、人員確保について、今回の条例改正により部課室が９部１課から10部１課とな

りますが、現在の職員人数は確保できるのでしょうか、お答えください。 

  ３点目が、第７条について、前回の組織条例改正で新たにスポーツ健康部が設けられまし

たが、今回地域振興部になることでスポーツ振興はどのような効果が期待できるようになる

のか、お答えください。 

  続きまして、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いて、３点伺

います。 

  第１条から、審査会について、現行では実施機関と条例が定められておりますが、条例で

は諮問機関となります。メンバーはどのようになるのでしょうか、お答えください。 

  ２点目が、第５条から調査権限について定められておりますが、具体的にどのようなこと

なのか、お答えください。 

  ３点目が、罰則に関する経過措置による法律の根拠はどのようなものになっているのでし

ょうか、お答えください。 

  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

いて、２点伺います。 
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  １点目が、第４条における暫定再任用について、詳細にお答えください。 

  ２点目が、定年に関する経過措置について、組合との話し合いはどのようになされたのか、

お答えください。 

  以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 佐藤智仁議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  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） 佐藤智仁議員の質疑に順次お答えいたします。 

  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、まず１の目的でご

ざいますが、議案上程説明でも申し上げましたが、超高齢化社会、人生百年時代の到来、新

型コロナウイルス感染症の長期化による地域のつながりの希薄化への懸念など、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

図るため、組織機構の改善を図るものでございます。 

  今般の改正では、複数の部で所管しておりました広報広聴機能を統合して企画政策部に移

管し、かつ市民経済部を適切な規模に再編することで、多様な市民ニーズに速やかに対応で

きる体制とするとともに、高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的な実施のため、いきい

き健康部を新設し、効率的かつ効果的に推進してまいりたいと考えております。 

  次に、２の人員確保につきましては、新体制における各部の業務量や職員体制を十分に考

慮し、関係部とともに丁寧に対応してまいります。 

  最後に、３、スポーツ振興に関する事項を地域振興部が所管することにつきましては、新

設する地域振興部の下、地域活動や文化スポーツ振興、経済活動を一体的に推進し、潤いと

活力のある市民生活の実現を目指してまいります。 

  スポーツ振興につきましては、新たな体制の下、より身近で魅力的なスポーツ施策の推進

を図ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 質疑に順次お答えいたします。 

  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の１、第１条から審査

会について詳細に、及び２、第５条から調査権限について具体的ににつきましては関連がご
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ざいますので、一括してお答えいたします。 

  上程いたしました法律施行条例の制定に当たり、関連する「三郷市情報公開・個人情報保

護審査会条例」についても附則により改正を行うものでございます。審査会の内容につきま

しては、自己情報についての開示、訂正等の請求または市政情報の公開請求に対する、市の

機関等の決定内容や当該請求に係る不作為についての審査請求が当該機関になされた際に、

当該機関の諮問に応じて案件の調査、審議を行うものでございます。 

  審査会の答申を経て、市の機関は審査請求に対して裁決を行うため、多角的な視点による

慎重な調査、審議を行う必要があることから、審査会は大学教授、弁護士の有識者や行政経

験者をもって構成しております。 

  審査会の調査権限につきましては、諮問をした機関に対して審査請求の原因となった決定

等に関する情報等を求めることができるほか、審査請求人、諮問機関等に対して意見書の提

出や知っている事実を陳述させることができるなど、審査に必要な調査権限が認められてお

ります。 

  次に、３、罰則に関する経過措置による法律根拠はでございますが、法施行条例が制定さ

れた場合には、現行の三郷市個人情報保護条例は令和５年４月１日をもって廃止されるため、

同日以後の違反行為は法律の罰則規定が適用されることになりますが、附則の経過措置につ

きましては、例えば廃止される条例に規定する罰則に違反する行為が行われたことが同日以

後に発覚した場合は、法律の罰則を適用することができないため、現行条例の罰則を適用さ

せるために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の１、

第４条における暫定再任用について詳細にでございますが、暫定再任用制度は定年の引上げ

に伴い、現行の再任用制度が廃止される中で定年の段階的な引上げ期間において年金受給開

始年齢までの継続的な勤務を可能とするため、令和５年４月１日から令和14年３月31日まで

の期間、現行と同様の暫定的な再任用制度を設けることとしたものでございます。 

  暫定再任用制度の対象となる職員につきましては、原則として令和５年４月１日前に定年

退職した者または令和５年４月１日以後に定年引上げ途中の61歳から64歳までの定年年齢に

達し、退職をした者が対象であり、65歳まで任用することが可能となります。暫定再任用職

員の処遇につきましては、現行の再任用制度と同様に、フルタイムの職と短時間勤務の職の

いずれにも任用が可能であり、その他の給与や勤務時間等の勤務条件においても現行の再任

用と同様の制度となっております。 
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  次に、２、定年に関する経過措置について組合との話し合いはについてでございますが、

このたびの定年の引上げにつきまして三郷市職員労働組合と10月28日、11月の８日、11日の

３日間にわたり団体交渉を行いました。当分の間、60歳以降の職員の給料を７割とする経過

措置については、交渉過程の中では反対するとの意見がありましたが、最終的には国及び近

隣自治体との権衡を図りながら制度導入を進めてきたことを説明申し上げ、了承を得ており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で佐藤智仁議員の質疑を終わります。 

  ７番、深川智加議員。 

〔７番 深川智加議員 登壇〕 

○７番（深川智加議員） それでは、議案第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いて質疑をさせていただきます。 

  ４点伺います。 

  2022年に示されました人事院勧告に基づきまして、一般職員の給料月額、勤勉手当の支給

月数、住居手当の改定となりました。 

  まず、１点目に、人事院勧告の内容についてお答えをいただきたいと思います。 

  ２点目は、給料表の改定によって月例給が増額となる職員の階級別人数と合計をお示しく

ださい。 

  ３点目は、月例給の引上げとなる年齢層の引上げ平均額と支給平均額をお答えください。 

  ４点目は、今回の給与改定による影響額はどのようになるのでしょうか、会計年度任用職

員への影響も含めてお答えください。 

  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いて質疑をさせていただきます。 

  市長、副市長、教育長に対して支給する期末手当の支給月数の引上げとなりました。２点

伺います。 

  １点目、引上げ金額はどのようかお答えください。 

  ２点目は、年間総支給額はどう変わるのかお答えください。 

  続きまして、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

ついて質疑をさせていただきます。 

  この議案は、こども医療費の無料制度について18歳年度末まで対象を広げるものです。私
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たち日本共産党三郷市議団は、繰り返し実現を求めてきたものです。一歩前進だと考えます

が、この時期に制度を拡充する理由をお聞かせください。 

  ２点目に、新たに対象となる人数とその金額は、入・通院別でどのようか。 

  ３点目に、申請方法はどのようか。 

  ４点目に、入院時の食事代補助について検討しなかったのか伺います。 

  以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の質疑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） 深川議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、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の１、人事院勧告の内容はでございますが、令和４年人事院勧告

では月例給とボーナスの引上げが勧告されております。月例給につきましては、民間給与と

の格差0.23％を埋めるため、俸給表の初任給及び若年層の引上げを、ボーナスにつきまして

は民間の支給状況等を踏まえ、勤勉手当の0.1月分の引上げとなっております。 

  次に、２、給料表の改定によって月例給が増額となる職員の階級別人数とその合計はでご

ざいますが、行政職給料表１級の職員が194人、２級の職員が164人、３級の職員が122人、

４級の職員が18人で合計498人の月例給が増額となります。 

  次に、３、月例給の引上げとなる年齢層の引上げ平均額と支給平均額でございますが、対

象となる職員の平均引上げ額は2,379円で、月例給の引上げ対象となる職員の平均給料月額

は23万190円でございます。 

  また、一つの例といたしまして、高卒初任給の引上げ額は4,000円、引上げ後の支給額は

15万8,900円、大卒初任給の引上げ額は3,000円、引上げ後の支給額は19万1,700円でござい

ます。 

  次に、給与改定による影響額はについてでございますが、影響額はそれぞれ給料につき

1,320万円、勤勉手当につき3,094万4,000円、その他の手当及び共済等への影響額として

1,149万8,000円でございます。 

  会計年度任用職員に対する影響額は報酬につき1,376万7,000円、給料につき252万6,000円、

その他の手当への影響額は312万2,000円でございます。 

  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
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育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の１、引上げ金額はどのようかでございま

すが、市長は10万2,600円増、副市長は９万60円増、教育長は８万3,808円増となり、合計で

36万6,528円増額となります。 

  次に、２、年間総支給額はどう変わるのかでございますが、改定前の期末手当年間総支給

額は令和４年６月期に令和３年人事院勧告に基づく0.15月分の減額を行っておりますので、

今年度の改定前の期末手当年間総支給額は、この分を含め年間で市長は425万7,900円、副市

長は373万7,490円、教育長は347万8,032円でございます。 

  改正後の期末手当年間総支給額でございますが、市長は451万4,400円、副市長は396万

2,640円、教育長は368万7,552円となります。 

  なお、今年度の教育長の支給につきましては、就任時期により期間率の割落としを行いま

すので、実際の支給額につきましては、これより少なくなる見込みでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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、深川議員の質疑に順次お答えいたします。 

  初めに、この時期に制度を拡充する理由はでございますが、本市では本年10月診療分から

こども医療費支給制度につきまして現物給付となる対象医療機関を市内から県内へ拡大した

ところでございます。また、コロナ禍における物価高騰による子育て世帯の負担軽減、児童

の心身の健康の保持や健やかな成長を図るため、子育て施策、子育て支援施策の充実の一助

として令和５年４月１日診療分から18歳年度末の児童までに対象者を拡大したものでござい

ます。 

  次に、新たに対象となる人数と、その金額は、入・通院別でどのようかでございますが、

新たに対象となる人数は約3,500人、金額は入院で約1,000万円、通院で約9,000万円の合計

１億円の増額を見込んでおります。 

  次に、申請方法はでございますが、新たに対象となる児童の保護者のかたにつきましては、

こども医療費受給資格の登録申請をしていただく必要がございますことから、個別に申請勧

奨を行うことを予定しております。 

  また、既に対象となっている中学生以下の児童に関しましては、新しい受給者証を送付す

ることを予定しております。 
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  最後に、入院時の食事補助について検討しなかったのかでございますが、本改正は対象と

なる子どもの年齢の拡大についてのものでございますので、入院時の食事代の助成につきま

しては近隣市町の動向を注視してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員。 

○７番（深川智加議員） それでは、再質疑を行います。 

  まず、議案第71号なんですが、１点伺います。 

  今回、住居手当の改定についても含まれていますが、そこも含めて労働組合との協議はど

のようかお答えください。 

  続きまして、議案第72号です。１点伺います。 

  近隣自治体の状況はどうでしょうか、お答えください。 

  続きまして、議案第76号、先ほどお話がありましたが、新たな対象者へ案内を送るという

ことは分かりましたが、そのほかの周知方法についてはどのようかお答えください。 

  以上で再質疑を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 深川智加議員の再質疑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） 深川議員の再度の質疑にお答えいたします。 

  初めに、議案第71号のところです。今回の給与改定と住居手当を含め、労働組合との協議

の状況についてでございますが、三郷市職員労働組合と令和４年10月28日、11月８日及び11

日の３日間、団体交渉を行っております。給料表の改定及び勤勉手当の支給月数の改定につ

いては３回の交渉を経て了承を得ております。 

  また、持家に係る住居手当の廃止については、廃止に反対や交渉の継続を求めておりまし

たが、国及び他の自治体との権衡を図るため、今回の機会に上程する旨を説明しております。 

  続きまして、議案第72号で近隣の状況でございますが、県内、近隣自治体、いずれも本市

と同様、0.1月の引上げを予定している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） 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） 再度の質疑にお答えいたします。 
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  周知方法でございますが、新たに対象となる児童の保護者、既に対象となっている中学生

以下の児童の保護者のかたには、申請勧奨、新しい受給者証を送付するなど、個別に直接通

知をするほか、市広報やホームページ、メール配信等で周知をしてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で深川智加議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑は終わりました。 

  これにて議案第66号から議案第76号までに対する質疑を終結いたします。 

 

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

 

◎議案第６６号～議案第７６号の委員会付託 

○議長（武居弘治議員） 日程第４、これより議案第66号から議案第76号までの委員会付託を

行います。 

  議案第66号から議案第76号までにつきましては、皆様のお手元に配付いたしてあります議

案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会へ付託をいたします。 

 

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

 

◎議案第７７号～議案第８０号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第５、これより議案第77号から議案第80号までに対する質疑を

行います。 

  質疑の通告がありますので、発言を許します。 

  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、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、２点にわたり質疑をさせていただきます。 

  初めに、26、27ページ、３款民生費、１項１目社会福祉総務費の三郷市生活支援臨時特別

給付金事業についてでございます。 

  ご説明では、対象世帯を所得金額200万円以下というご説明でございましたが、この200万

円以下にした理由についてお示しください。 
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  次に、申請手続と周知についてどのようになるのかお答えください。 

  続きまして、同ページの２目障害福祉費、障害福祉サービス給付事業についてです。 

  ご説明では、従事者の処遇改善のための増額補正というご説明でしたが、具体的な中身に

ついてご説明をいただきたいと思います。 

  以上で１回目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子議員の質疑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） 議案第77号 令和４年度三郷市一般会計補正予算（第７号）の工藤

議員の質疑に順次お答えいたします。 

  まず、26、27ページ、３款１項１目の三郷市生活支援臨時特別給付金事業についてですが、

初めに１、対象となる所得金額を200万円以下とした理由はについてでございますが、電力、

ガス、食料品等の価格高騰による家計負担増に対する国の施策として、電力・ガス・食料品

等価格高騰緊急支援給付金を実施しているところですが、本市における電力・ガス・食料品

等価格高騰緊急支援給付金の対象となる非課税世帯を精査したところ、大半の世帯の合計所

得金額が200万円以下であったことから、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金と

同じ所得水準の世帯の給付事業として、本事業の対象世帯を所得金額200万円以下の課税世

帯としたところでございます。 

  続きまして、２、申請手続や周知方法はについてでございますが、給付の手続につきまし

ては、現在、事業の詳細な部分を検討している段階で、具体的な部分については決定してお

りませんが、これまでの給付金の支給の例などを参考に対象となる市民のかたに分かりやす

く手続のしやすい方法を検討してまいります。 

  また、周知方法については広報やホームページを活用するとともに、対象となるかたへ直

接お知らせを届けることができるよう検討してまいります。 

  続きまして、同じページの２目障害福祉費の障害福祉サービス給付事業の質疑にお答えい

たします。 

  １、処遇改善の内容を詳細にについてでございますが、令和３年11月19日に閣議決定され

ました「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、国において令和４年10月以

降について障害福祉サービス等の報酬改定が行われたものであり、この報酬改定に伴う補正

予算となるものでございます。 
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  国から示された事業所への報酬改定の内容といたしましては、事業所が福祉介護職員の収

入を３％、月額9,000円相当を引き上げる措置を講じるための福祉・介護職員等のベースア

ップ等支援加算が創設されたものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子議員。 

○９番（工藤智加子議員） ご答弁ありがとうございます。再質疑をさせていただきます。 

  初めの特別給付金事業についてでございます。対象となる世帯数が大半の世帯というふう

なお話だったかと思うんですけれども、市内の全世帯数の何割くらいになるのか、お示しを

いただきたいと思います。 

  それから、障害福祉サービス給付事業については報酬改定があったというご説明でしたの

で、理解できました。市内事業所幾つかあるんですけれども、全部の事業所が対象になるん

でしょうか、事業所の数は難しいと思うんですけれども、どういった事業所が対象になるの

かお示しいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子議員の再質疑に対する答弁を求めます。 

  妹尾安浩福祉部長。 

〔妹尾安浩福祉部長 登壇〕 

○福祉部長（妹尾安浩） 再度の質疑にお答えいたします。 

  まず初めに、三郷市生活支援臨時特別給付金事業の世帯数の関係でございますが、全世帯

に対する何割かというご質問かと思います。こちらのほうにつきましては、現在対象者の具

体的な抽出の部分がまだできておりませんので、具体的な何割という数字までは出ませんが、

非課税世帯の９割以上の世帯のかたが200万円以下という状況になってございますので、そ

れに準じた世帯というような形で考えているところでございます。 

  次に、障害福祉サービス給付事業のどのような事業かというご質疑ですが、福祉・介護職

員等のベースアップ等支援加算につきましては、処遇改善を行った事業所が各事業所で請求

の際に加算率を掛けて請求するため、どの事業所が処遇改善を行ったかということについて

は把握ができないところでございます。 

  しかしながら、対象事業につきましては障害福祉サービスにおける居宅介護、生活介護、

就労継続支援Ａ型、Ｂ型などの通所施設、共同生活援助や児童通所サービスの児童発達支援、

放課後等デイサービスなど、合計24のサービスの事業所が対象となってございます。 
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  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で工藤智加子議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑は終わりました。 

  これにて議案第77号から議案第80号までに対する質疑を終結いたします。 

 

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

 

◎議案第７７号～議案第８０号の委員会付託 

○議長（武居弘治議員） 日程第６、これより議案第77号から議案第80号までの委員会付託を

行います。 

  議案第77号から議案第80号までにつきましては、皆様のお手元に配付いたしてあります議

案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会へ付託をいたします。 

 

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

 

◎議案第８１号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第７、これより議案第81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81号に対する質疑を終結いたします。 

 

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

 

◎議案第８１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81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81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。 

  暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１０時５１分 

 

再開 午前１０時５１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８１号の討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第８、これより議案第81号に対する討論・採決を行います。 

  議案第81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81号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第81号 市長等の給与の特例に関する条例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81号は原案のとおり可決することに決しました。 

 

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

 

◎議案第８２号の質疑 

○議長（武居弘治議員） 日程第９、これより議案第82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82号に対する質疑を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◎議案第８２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82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82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８２号の討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第10，これより議案第82号に対する討論・採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第82号につきましては、人事案件につき討論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82号につきましては討論を省略することに決しました。 

  採決を行います。 

  議案第82号 公平委員会委員の選任について、本案を原案のとおり同意することに賛成の

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82号は原案のとおり同意することに決しました。 

 

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

 

◎請願第２号の委員会付託 

○議長（武居弘治議員） 日程第11、これより請願第２号の委員会付託を行います。 

  請願第２号につきましては、皆様のお手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、



【速報版】校正前原稿のため正式な会議録ではありません 

 

－22－ 

市民福祉常任委員会へ付託をいたします。 

 

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

 

◎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１０時５５分 

 

 

 

 

 


