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開議 午前１０時０２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９日目の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は22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。 

  次に、各常任委員長から委員会審査報告書が提出され、審査結果につきましては、こちら

も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６６号～議案第７６号の委員会審査報告 

○議長（武居弘治議員） 日程第１、これより議案第66号から議案第76号までの委員会審査報

告を行います。 

  議案第66号から議案第68号までの委員長報告を求めます。 

  建設水道常任委員長、柳瀬勝彦議員。 

〔建設水道常任委員長 柳瀬勝彦議員 登壇〕 

○建設水道常任委員長（柳瀬勝彦議員） ご報告申し上げます。 

  去る11月30日の本会議において、建設水道常任委員会に付託されました議案に対する審査

の概要と結果について、順次ご報告申し上げます。 

  本委員会は12月１日、第４委員会室において、全委員及び執行部並びに議会事務局職員出
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席のもと開催いたしました。 

  それでは、議案第66号 三郷市道路線の廃止についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、今回、三郷料金所スマートインターチェンジ周辺の道路整

備に伴う議案が提出されたが、スマートインターチェンジのフル化の供用開始はまだ１年以

上先と思われるが、この時期に上程をする理由はに対し、（仮称）三郷流山橋から県道越谷

流山線に接続する都市軸道路は県が事業主体として行っており、それに合わせた市道の整備

も実施されているが、事業の進捗を踏まえ、早めの上程とさせていただいている。道路の正

式な廃止までは議会での議決をはじめとして、告示の手続を必要とするため、状況を確認し

ながら進めていく予定であるとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第66号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第67号 三郷市道路線の変更についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第67号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第68号 三郷市道路線の認定についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、道路の変更等における起点と終点の決め方はどのようなル

ールで行っているかに対し、三郷市では一部例外はあるものの、基本的には南を起点として

北を終点とする、もしくは西を起点として東を終点とすることとしているとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第68号については原案を可決すべきものと決しました。 

  これにて１回目の報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第69号から議案第74号までの委員長報告を求めます。 

  総務常任委員長、鳴海和美議員。 

〔総務常任委員長 鳴海和美議員 登壇〕 

○総務常任委員長（鳴海和美議員） ご報告いたします。 

  去る11月30日の本会議におきまして、総務常任委員会に付託されました議案に対する審査

の概要と結果について、順次ご報告申し上げます。 

  本委員会は12月１日、第１委員会室において、全委員及び執行部並びに議会事務局職員出

席のもと開催いたしました。 
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  それでは、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ご報告いたし

ます。 

  執行部の説明後、質疑に入り、スポーツ振興課を地域振興部に、長寿いきがい課、介護保

険課をいきいき健康部に位置づけた理由はに対し、スポーツ振興課については、市民の文化

活動や地域活動と一体的に推進することが、より一層スポーツの振興につながると考え、地

域振興部に移管した。長寿いきがい課と介護保険課については、国から令和６年度から高齢

者福祉と介護予防は一体的に進めるよう通知があり、その準備と関係の深い健康推進課、長

寿いきがい課、介護保険課をいきいき健康部に移管し推進を図っていくためであるとのこと

でした。 

  次に、財務部から契約課と工事検査室を総務部に移管し、一層の効率化を図るとのことだ

が、期待できる効果はに対し、契約課と工事検査室については、総務部に移管することで内

部事務の一層の効率化を図るとともに、財務部を財務に特化した部にすることを目的として

いるとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、工藤委員より賛成討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第69号については原案を可決すべきものと決しました。 

  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ご報告い

たします。 

  保有個人情報のオンライン結合について、本市の個人情報保護条例においては原則禁止と

され、法令に定めがある場合等において実施することができる規定であるが、法改正におい

ては、禁止規定はないが問題はないのかに対し、法改正においては、オンライン結合は、個

人情報の利用に含まれ、法令に定めがある場合等に限って利用できることになっており、条

例の取扱いと同様であるため、これまでの事務と大きな変更はなく問題ないと考えていると

のことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、工藤委員より反対討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数。 

  よって、議案第70号については原案を可決すべきものと決しました。 

  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いてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、人事院勧告によると月例級が0.23％増とのことだが、三郷
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市の場合は0.18％増である。率の異なる理由はに対し、市の給料表は１級から８級まである

が、国家公務員は１級から10級を使うなど違いがある。率の違いは計算過程が異なるためで

あるが、改定の内容については全く同じであるとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、工藤委員から賛成討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第71号については原案を可決すべきものと決しました。 

  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ご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、工藤委員から反対討論がありました。 

  採決の結果、賛成多数。 

  よって、議案第72号については原案を可決すべきものと決しました。 

  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

いてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、60歳に達した翌年から給与が７割になるとのことだが、７

割が適切なのかに対し、国の考え方は、60歳を超えて引き続き同一の職務を担うのであれば、

本来は給与水準が維持されることが望ましいが、他方で、民間企業における高齢期従業員の

給与水準は、60歳前の７割水準との調査結果があるため、今回の７割措置については、現在

の再任用と比べて処遇が確保されている点や当分の間の措置であることも考慮すれば、合理

的な判断であると考えているようであるとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、工藤委員から賛成討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第73号については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、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いてご報告い

たします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、質疑なく、討論を求めたところ、討論なく、採決

の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第74号について原案を可決すべきものと決しました。 

  これにて１回目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第75号及び議案第76号の委員長報告を求めます。 
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  市民福祉常任委員長、佐々木修議員。 

〔市民福祉常任委員長 佐々木 修議員 登壇〕 

○市民福祉常任委員長（佐々木 修議員） ご報告いたします。 

  去る11月30日の本会議において、市民福祉常任委員会に付託されました議案に対する審査

の概要と結果について、順次ご報告申し上げます。 

  本委員会は12月１日、第２委員会室において、全委員及び執行部並びに議会事務局職員出

席のもと開催いたしました。 

  それでは、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いて

ご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑を行い、三郷市立老人憩いの家やすらぎ荘について、令和４年度末

をもって廃止し、新施設である三郷市希望の郷交流センターに機能集約を図るとのことだが、

廃止した後の施設の利活用についてはどのように考えているのかに対し、施設は老朽化が進

んでおり、雨漏り等の不具合があるため、現状のまま継続して利用することは困難である。

また、ＵＲ都市機構の土地であることから、施設を廃止した後の土地利用については、まず

ＵＲ都市機構との協議が必要になるものと考えているとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、佐藤智仁委員より賛成討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第75号については原案を可決すべきものと決しました。 

  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

ついてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑を行い、今回の条例改正により、こども医療費の対象範囲が、「満

15歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者」から「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」まで拡大するとのことだが、その主な財源はに対し、条例

改正によるこども医療費の増額部分については、全額、市の一般財源から賄うとのことでし

た。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第76号については原案を可決すべきものと決しました。 

  これにて第１回目の報告を終わります。 

○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２０分 

 

再開 午前１０時４０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６６号～議案第７６号の委員長報告に対する質疑、 

 討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第２、これより議案第66号から議案第76号までの委員長報告に

対する質疑、討論・採決を行います。 

  議案第66号から議案第76号までの委員長報告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66号から議案第76号までの委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

  討論・採決を行います。 

  議案第66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66号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第66号 三郷市道路線の廃止についての委員長報告は原案可決であります。 

  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66号は原案可決と決しました。 

  議案第67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67号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第67号 三郷市道路線の変更についての委員長報告は原案可決であります。 
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  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67号は原案可決と決しました。 

  議案第68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68号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第68号 三郷市道路線の認定についての委員長報告は原案可決であります。 

  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68号は原案可決と決しました。 

  議案第69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69号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第69号 三郷市行政組織条例の一部を改正する条例の委員長報告は原案可決でありま

す。 

  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69号は原案可決と決しました。 

  議案第70号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  原案に反対、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） 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、日本共産党を代表して反対討論をいたします。 
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  本議案は、個人情報の保護に関する法律が施行されたことに伴い、現行の三郷市個人情報

保護条例を廃止し、改正個人情報保護法の施行に関して必要な事項を規定する条例となって

おります。 

  2015年に改正された個人情報保護法は、行政機関や独立行政法人などが保有する個人情報

を、匿名加工した上で民間事業所から利活用する提案を募り、審査を経て、本人の合意を求

めることもなく提供する仕組みを導入しました。そして、2021年５月に成立したデジタル改

革関連法では、データ流通に邪魔な規制を取り除き、利活用しやすくする仕組みを盛り込ん

でおります。 

  匿名加工情報とはいえ、ほかの情報と組み合わせれば判別される可能性がある情報を、当

事者の知らない間に行政から民間へデータ提供できるのが個人情報保護法改正の問題の１つ

だと有識者などからも指摘されております。 

  今回の条例案では、匿名加工情報の導入を見送りましたが、電子計算組織を通信回路で結

合して情報をやり取りするオンライン結合については、多くの地方公共団体で公益上の必要

性、個人の権利・利益を侵害するおそれがないことなど、通常の第三者に提供するよりも重

い要件を設けてきましたが、改正保護法においては特別な規定はありません。 

  日本弁護士連合会は、「地方自治と個人情報保護の観点から個人情報条例の画一化に反対

する意見書」の中で、「オンライン化における安全性の確保はデジタル社会を成立させるた

めの基盤であり、原則禁止はそのような基盤に資する制度である。デジタル社会を進める上

でどのような規制が望ましいかは検討及び改善し続けるべき課題であり、地方公共団体がオ

ンライン結合について規制を設けることを全面的に禁止することは、これまでの地方公共団

体の実績を否定し、デジタル社会におけるリスクを増大させ、個人情報保護の後退をもたら

すものである」と指摘しています。 

  また、第５条に見られるように、個人情報審議会の諮問を得ることができるこれまでの規

定が除外され、個人情報の取得などについて審議会等への諮問を要件とする条例は許容され

ないとして、地方公共団体の個人情報に関する審議会の役割を制限しています。これは自治

体が独自に個人情報の取扱いに規定をかけてきたことが機能しなくなるという点で、不安要

素が残るものとなりました。 

  なお、匿名加工情報の導入については、技術的な課題を含めて慎重に検討するということ

でしたが、くれぐれも自治体独自の個人情報保護に関する取扱いを堅持しつつ、技術的な対

応能力等の特性に応じて慎重な検討を実施することを求めて、討論を終わります。 
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〇議長（武居弘治議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これにて議案第70号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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委員長報告は原案可決であり

ます。 

  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。 

〔起立多数〕 

○議長（武居弘治議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第70号は原案可決と決しました。 

  議案第71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71号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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委員長報告は原案可決であります。 

  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71号は原案可決と決しました。 

  議案第72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72号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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の委員長報告は原案可決であります。 

  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。 

〔起立多数〕 

○議長（武居弘治議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第72号は原案可決と決しました。 

  議案第73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73号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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委員長報告は原

案可決であります。 

  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73号は原案可決と決しました。 

  議案第74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74号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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の委員長報告は原案可決であり

ます。 

  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74号は原案可決と決しました。 

  議案第75号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

  原案に反対、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

廃止する条例について、反対討論をいたします。 

  この議案は、老人憩いの家の設置及び管理条例を令和５年３月31日に廃止するものです。

地域の高齢者に親しまれている老人憩いの家ですが、新しくできる希望の郷交流センターへ

機能を集約することや老朽化のために廃止が決定されようとしています。 

  しかし、本市でも高齢化が進み、気軽に集まれる施設へのニーズが高まる中、老人憩いの

家を廃止するのではなく、生かしてほしいという声が寄せられています。様々な意見がある
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中で、市民との十分な話合いなしに拙速な廃止の決定を行うことに反対をするものです。 

  老人憩いの家の廃止については、見直しを行い、多くの地域のかたの声を聞き、年をとっ

ても住み慣れたまちで元気に住み続けたいと願う切実な市民の思いに応え、修繕をすれば利

活用の可能性があるのなら、市民要望に沿った形で利活用を検討していくことを要望します。 

  なお、希望の郷交流センターについては、無料スペース以外の使用料の負担を心配する声

が上がっています。老人憩いの家の機能を集約するというのならば、これまでどおり60歳以

上の使用料の無料化を行うよう強く要望し、討論を終わります。 

〇議長（武居弘治議員） 原案に賛成、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

例について賛成討論を行います。 

  本議案における提案理由は、平成２年６月に建設された老人憩いの家やすらぎ荘が約29年

経過し、現在も多くの利用者がいますが、パブリックコメントにより雨漏りを含む施設老朽

化で提案されたものであります。土地の管理はＵＲ都市機構となっていることからも、利用

者は新たに新設された多世代交流施設希望の郷へ移動ということになりました。 

  しかし、地域に密着した介護を行う上では、市民ニーズを柔軟に反映した状況で継続的に

利用していけるよう検討も必要であったのではないでしょうか。今後においても、医療施設

として、市民団体等の希望で利用されるよう求め、賛成討論といたします。 

〇議長（武居弘治議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これにて議案第75号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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の委員長報告は原案

可決であります。 

  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。 

〔起立多数〕 

○議長（武居弘治議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第75号は原案可決と決しました。 

  議案第76号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  原案に賛成、７番、深川智加議員。 



【速報版】校正前原稿のため正式な会議録ではありません 

 

－15－ 

〔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、日本共産党三郷市議団を代表して賛成討論をいたします。 

  本議案は、こども医療費の無料制度を入院・通院分ともに2023年４月から18歳の年度末ま

で対象を拡大するものです。日本共産党三郷市議団は、市民の要望と運動に連帯し、繰り返

し主張してきたことであり、ようやく市民の願いが実現する条例改正に賛成をします。 

  一方で、入院時の食事代の助成については先送りされましたが、入院時の食事は治療の一

環です。県内自治体の４割が実施している入院時食事代の助成を本市も行い、コロナ禍と物

価高で苦しむ子育て世代の負担をさらに軽減するよう強く要望します。 

  また、こども医療費の無料化を行う市町村に対し、国が行っている国民健康保険の国庫負

担を減額するペナルティの仕組みを完全に廃止させることや、どこに住んでも全ての子ども

に必要な医療が保障されるよう、国の制度として18歳までの医療費の無料化を行うよう国に

強く要望することを指摘し、討論を終わります。 

〇議長（武居弘治議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これにて議案第76号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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の委員長報告は

原案可決であります。 

  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76号は原案可決と決しました。 

 

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

 

◎議案第７７号～議案第８０号の委員会審査報告 

○議長（武居弘治議員） 日程第３、これより議案第77号から議案第80号まで委員会審査報告

を行います。 

  議案第77号中担当分の委員長報告を求めます。 

  総務常任委員長、鳴海和美議員。 
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〔総務常任委員長 鳴海和美議員 登壇〕 

○総務常任委員長（鳴海和美議員） 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）中、担当分についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、歳入、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

とこれまでの臨時交付金との違いはに対し、物価高・エネルギー価格高騰に対する支援とし

て、今回は実施事業について国から推奨事業メニューが示され、その中から選択をするよう

指示があった。本市では低所得世帯支援や医療・介護・保育施設等への支援等を選択し、三

郷市生活支援臨時特別給付金事業と私立保育園施設等物価高騰対策補助金事業を行うことと

したとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、工藤委員から賛成討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第77号中担当分については原案を可決すべきものと決しました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第77号中担当分及び議案第78号の委員長報告を求めます。 

  市民福祉常任委員長、佐々木修議員。 

〔市民福祉常任委員長 佐々木 修議員 登壇〕 

○市民福祉常任委員長（佐々木 修議員） 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）中、担当分についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第77号中担当分については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、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

ついてご報告いたします。 

  執行部の説明を了承し、質疑、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第78号については原案を可決すべきものと決しました。 

  これにて２回目の報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第77号中担当分の委員長報告を求めます。 

  文教経済常任委員長、篠田正巳議員。 

〔文教経済常任委員長 篠田正巳議員 登壇〕 

○文教経済常任委員長（篠田正巳議員） ご報告いたします。 
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  去る11月30日の本会議におきまして、文教経済常任委員会に付託されました議案に対する

審査の概要と結果についてご報告申し上げます。 

  本委員会は12月１日、第３委員会室において、委員５名及び執行部並びに議会事務局職員

出席のもと開催いたしました。 

  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）中、担当分につい

てご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、初めに、市民経済部担当分について。 

  指定管理施設の光熱費高騰への対応はに対し、文化振興公社の管理している施設やピアラ

シティ交流センター、三郷中央におどりプラザなどの指定管理施設では、昨今の光熱費高騰

の影響を受け、いずれも前年度より支出が増える見込みであるが、自主事業などでのコスト

節減を図ることにより、指定管理料の中で対応する予定であるとのことでした。 

  次に、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、施設等への光熱費

高騰分へ充てられないのかに対し、現状は、物価高騰等の影響に対し、所得の低い世帯を支

援することになったが、今後、さらに民間及び公共施設等の光熱水費高騰への支援策が示さ

れた場合には考えていきたいとのことでした。 

  続いて、学校教育部担当分について。 

  児童クラブの会計年度任用職員人件費の内容はに対し、報酬の内訳として、493万7,000円

が人事院勧告に基づく改定による増額分、1,540万円が児童数の増加等に伴い、会計年度任

用職員を７名増員したことによる増額分、そのほか時間外勤務手当を計上したものであると

のことでした。 

  次に、岩野木・鷹野学校給食センター管理事業について、修繕料の主な内容はに対し、施

設の老朽化に伴う床や雨漏りなどの修繕や、ボイラー、真空冷却機、食器洗浄機などの突発

的な故障に対応する修繕料であるとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、深川委員より賛成討論がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第77号中担当分については原案を可決すべきものと決しました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 議案第77号中担当分、議案第79号及び議案第80号の委員長報告を求

めます。 

  建設水道常任委員長、柳瀬勝彦議員。 
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〔建設水道常任委員長 柳瀬勝彦議員 登壇〕 

○建設水道常任委員長（柳瀬勝彦議員） 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）中、担当分についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第77号中担当分については原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、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

いてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑なく、これを終結し、討論を求めた

ところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第79号につきましては原案を可決すべきものと決しました。 

  続きまして、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）

についてご報告いたします。 

  執行部の説明後、質疑に入り、資材高騰分の補正とのことであるが、当初の工事予定に変

更等はないのかに対し、今回の補正は資材高騰分のみで、当初予定している工事に変更はな

い。現在の試算では、当初予算時と比較して４％程度、資材価格が高騰しているため、その

分を今回補正予算として計上させていただいたとのことでした。 

  以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。 

  よって、議案第80号については原案を可決すべきものと決しました。 

  以上で全ての報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１２分 

 

再開 午前１１時２５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。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◎議案第７７号～議案第８０号の委員長報告に対する質疑、 

 討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第４、これより議案第77号から議案第80号までの委員長報告に

対する質疑、討論・採決を行います。 

  議案第77号から議案第80号までの委員長報告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77号から議案第80号までの委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

  討論・採決を行います。 

  議案第77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77号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  議案第77号 令和４年度三郷市一般会計補正予算（第７号）の各委員長報告は原案可決で

あります。 

  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77号は原案可決と決しました。 

  議案第78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78号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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）の委員長報告は

原案可決であります。 

  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78号は原案可決と決しました。 

  議案第79号の討論を行います。 

  討論の通告がありません。 
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  これにて議案第79号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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）の委員長報告は原

案可決であります。 

  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79号は原案可決と決しました。 

  議案第80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80号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  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）の委員長報告

は原案可決であります。 

  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80号は原案可決と決しました。 

 

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

 

◎請願第２号の委員会審査報告 

○議長（武居弘治議員） 日程第５、これより請願第２号の委員会審査報告を行います。 

  請願第２号の委員長報告を求めます。 

  市民福祉常任委員長、佐々木修議員。 

〔市民福祉常任委員長 佐々木 修議員 登壇〕 

○市民福祉常任委員長（佐々木 修議員） それでは、請願第２号 介護保険制度の改善を求

める請願についてご報告いたします。 

  事務局の朗読後、意見を求めたところ、意見なく、本請願に対する討論を求めたところ、

佐藤智仁委員より賛成討論がありました。 
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  討論を終結し、採決の結果、賛成少数。 

  よって、請願第２号については不採択とすべきものと決しました。 

  以上で全ての報告を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３０分 

 

再開 午前１１時４５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。 

 

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

 

◎議請願第２号の委員長報告に対する質疑、討論・採決 

○議長（武居弘治議員） 日程第６、これより請願第２号の委員長報告に対する質疑、討論・

採決を行います。 

  請願第２号の委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑の通告がありません。 

  これにて請願第２号の委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

  討論・採決を行います。 

  請願第２号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  本請願に賛成、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） 私は日本共産党三郷市議団を代表し、請願第２号 介護保険制度

の改善を求める請願への賛成討論を行います。 

  民間信用調査会社の株式会社東京商工リサーチの調査では、今年の１月から９月期の老人

福祉・介護事業の倒産が100件と急増し、過去最多を記録したと公表しました。2021年はコ

ロナ関連の資金繰り支援効果で倒産が抑制されましたが、2022年は効果が薄れ、光熱費や燃

料費、人手不足の顕在化で経営環境が悪化したと分析しています。 
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  こうした中、制度の抜本的な改善が行われないまま、来年度の制度改正に向け、議論が開

始されております。 

  厚生労働省が示した介護保険制度の改正内容は、新聞等でも報道されているように、介護

の社会化を投げ捨て、被保険者や家族、関係者への負担増と要介護者を介護給付費から除外す

る給付削減など、2000年制度創設以来の最悪の改正内容だと指摘されています。この改悪が実

施されれば、まさに保険あって介護なしという事態をさらに広げることになると指摘しなけれ

ばなりません。 

  介護保険サービスの利用者負担増は、当初の原則１割負担をなし崩しにし、一定の所得以上に

２割から３割負担を導入しましたが、来年度の制度改正は所得基準を見直し、それぞれの対象者

を拡大しようとするものです。２割、３割負担ともに現在の対象者の９割が75歳以上となるため、

医療費窓口負担の増加とダブルパンチを受ける人が続出します。 

  認知症の人や家族でつくる「認知症の人と家族の会」は、「物価が高騰しているのに、６月か

ら年金が引き下げられ、10月から後期高齢者医療保険の窓口負担が２割になった。この上、介護

保険の利用料が増えれば、サービスを減らしたりやめたりする人が激増するのは明らか」と批判

しています。 

  要介護１・２の介護給付外しは、介護が必要になった原因のトップが認知症であるかたが多い

ことから、専門的なケアが欠かせないにもかかわらず、地域支援事業に移行されたら、認知症の

かたが適切なケアを受けられず、状態が悪化しかねないという指摘もあり、厚生労働省の社会保

障審議会においても、認知症ケアは早期の関わりが重要だ、ケアの専門性がなければ重大な機能

低下を起こすなどの批判が相次いでいると聞き及んでおります。 

  来年１月から始まる通常国会には介護保険制度改正法案が提案される予定です。その内容は、

介護利用者と事業者双方にさらなる矛盾や困難を押しつけるものです。利用者とご家族、介護従

事者、事業者が直面している困難を早急に打開し、介護する人、受ける人がともに大切にされる

介護保険制度の改善に向け、本請願の賛成を求めて討論を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これにて請願第２号の討論を終結いたします。 

  採決を行います。 

  請願第２号 介護保険制度の改善を求める請願の委員長報告は不採択であります。 

  本請願を採択することに賛成の皆様の起立を求めます。 

〔起立少数〕 



【速報版】校正前原稿のため正式な会議録ではありません 

 

－23－ 

○議長（武居弘治議員） 起立少数であります。 

  よって、請願第２号は不採択とすることに決しました。 

 

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

 

◎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５０分 


