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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12月三郷市議会定例会

第10日目の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は21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１、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、教育問題、１、受験生を対象とした学習場所の確保について伺います。 
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  中学３年生にとっては、高校受験も間近になり、勉強に追い込みをかける時期となりまし

た。コロナ禍になる前は、この時期、図書館などに行くと、一生懸命に勉強をする子どもた

ちの姿をたくさん見かけました。最近では塾などの自習室を活用するということも聞いてお

ります。 

  先般、受験生を抱えた保護者のかたから、子どもの学習場所の確保についてのお悩みを伺

いました。経済的には塾などに通わせられないが、小さい兄弟がいるので、自宅で落ち着い

て学習ができない、また、近くに図書館もなく、文化施設の図書室では手狭なため、施設の

利用もできないとのことでした。 

  そこで、受験生が安心して学習できる場の確保として、アとして、学校図書室の休日開放

について学校教育部長に、イとして、放送大学校教室の利用について生涯学習部長にそれぞ

れ伺います。 

  次に、２、青少年問題、１、青少年育成について、ア、ユースワーカー養成講座の実施に

ついて伺います。 

  ユースワーカーとは、若者の成長を手助けする専門スタッフです。イギリスをはじめとし

た欧州諸国では、こうした家庭、学校、職場以外の場所での若者の成長を支援する取組をユ

ースワークと位置づけ、それを専門的に担う人をユースワーカーなどと称して、広く普及が

進んでいるそうです。国家資格化している国もあり、若者への居場所の提供や地域社会との

橋渡しなどをサポートする役割を担っています。 

  日本では、ユースワーカーの法的な定義はまだないですが、イギリスのユースサービス、

ユースワークとともに、その活動が紹介され、各地でユースワーカー養成が行われてきてい

ます。 

  先進地である京都市では、2006年から大学院での養成プログラムを始めたほか、ボランテ

ィアや関連する仕事の中で、ユースワークを担う人材を育てる独自のユースワーカー資格取

得のプログラムも始めています。 

  日本福祉大学の両角達平講師は、「従来の若者施策はニートや引きこもりの就労支援など

の個別課題への対応が重視されてきたが、支援対象外の若者も多かった。一方、ユースワー

カーの取組は、ユニバーサルに若者と関わり応援するもの。日本でも必要性は高い」と指摘

しています。 

  三郷市においても、青少年支援の裾野を広げるためにもこのようなユースワーカー養成講

座を実施し、官民協働での支援の拡大を図るべきと考えますが、見解を伺います。 
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  各地で青少年の居場所づくりの施策が進んでいます。近隣事例では、松戸市では2021年よ

り中高生世代を対象とした「松戸市青少年プラザ」がスタートし、市内５か所で居場所つく

りが進んでいます。施設の利用案内には、「１人で気軽に、友達と楽しく、スタッフとおし

ゃべりなど、自由に過ごすことができます。勉強・音楽・ダンス・卓球・読書・パソコンの

利用など使い方は人それぞれ。みなさんの『やりたいこと』を表現する企画もあります。ふ

らっと遊びにきて、みなさんの居心地の良いスペースを見つけてください」とあります。 

  青少年が学校や家庭以外に集う場は、社会性や自己肯定感を養う場として、近年、必要性

が論じられています。 

  また、少し前ですが、平成30年度に行われた三郷市青少年問題協議会の会議録にも、「三

郷市子ども・子育てニーズ調査アンケート結果によると、中高生の25％がショッピングセン

ターやファストフードに行くとあり、居場所がないのでは」と懸念の声が上がっていました。 

  小学生は放課後児童クラブや児童館などがありますが、特に高校生ぐらいの年代は居場所

がなく、ケアが手薄になっています。児童館や児童センターは中高生には子どもっぽいと感

じられ、居場所にはなりにくいと思われます。 

  そこで、三郷市には「青少年ホーム」という立派な施設があります。まずはここをもっと

活用することができます。毎日自由にふらっと通える場の提供をし、そこに様子を見守り、

時には相談に乗れる大人にいていただく体制をつくるべきと考えます。 

  また、施設の活用については、市内にカミングリーダーやオリジナルプランナーなど活躍

する高校生がいますので、そういった世代の当事者に提案をしてもらうことも大切と考えま

す。イとして、青少年の居場所つくりについて伺います。 

  次に、３、子育て問題、１、保育所等バスの置きざり対策について伺います。 

  送迎バスの置き去りにより、園児が死亡する悲しい事件が相次いで起こりました。運転手

や管理者がバスを見回れば防げた事故です。国はこの事件を重く受け止め、バスの安全装置

の義務づけを行う等の報道がなされていました。 

  三郷市では送迎バス保育事業を行っておりますが、マニュアルなど、どのような管理がな

されているか、また、現状の管理体制に不備はないのかという視点も含めて、アとして、マ

ニュアルの現状と見直しについて伺います。 

  同様に、イとして、幼稚園等の安全対策についてはどのような管理が行われているのか、

学校教育部長に伺います。 

  最後に、４、健康問題、１、「９価ＨＰＶワクチン」について伺います。 
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  ＨＰＶワクチンは、日本では定期接種の対象となる２価、４価と対象外の９価と３つのワ

クチンが流通しています。それぞれ何種類の型の感染を防ぐかを表し、９価は２価、４価よ

り多くの感染を防ぐ効果があり、厚生労働省によると、９価は子宮頸がんの原因の80～90％

をカバーするとあります。 

  アメリカでは2014年12月に承認され、日本では2021年２月に自費接種が始まりましたが、

接種費用は10万円近くになります。効果の高い９価を定期接種でも打てるようにしてほしい

との声が上がり、私のところにも要望が来ていました。国の動向を見守っていたところ、来

年春よりこの９価ワクチンが定期接種対象となるとの報道がありました。 

  そこで、アとして、三郷市としての今後の取組について、イとして、対象者への周知につ

いて、接種機会を逃してしまったキャッチアップ対象者も含めたすべての対象者に対してど

のように行うか、伺います。 

  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。 

  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、１、教育問題、１、受験生を対象とした学習場所の確保についてのア、学校図書

室の休日開放についてにお答えいたします。 

  希望する進路の実現に向け、日々学習活動に励み、努力を続ける生徒に対し、休日を含め

た学習の場を確保することは大変重要であると捉えております。 

  このことを踏まえまして、教育委員会では、瑞沼市民センター内に設置している「おもし

ろ遊学館」において、中学生を対象とした講座を実施しております。 

  土曜日の自習教室、通称「どよごご」では、参加を希望した中学生が授業の予習・復習や

中間・期末テスト対策として、自由に資料などを活用しながら学習しております。 

  また、中学校３年生を対象として、基礎学力の定着と実力養成を目的に、全国公立高等学

校入試問題に挑戦する入試対策講座の日曜特訓、通称「にっとく」講座の事業も実施してい

るところでございます。 

  学校図書室の休日開放につきましては、学校施設管理面などの課題がございますので、現

在、実施している事業を各学校に改めて周知してまいります。また、生徒や保護者の要望等

の把握に努めまして、おもしろ遊学館を含め、生徒の学習機会の確保のため、市内の公共施
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設を活用した事業の見直しを検討してまいります。 

  次に、３、子育て問題の１、保育所等バスの置きざり対策についてのうち、イ、幼稚園等

の安全対策についてにお答えいたします。 

  今回の事故を受けまして、送迎バスを有する私立幼稚園９園につきましては、埼玉県担当

課において、年内を目途に安全管理に関する実地調査を実施すると聞き及んでおります。 

  市といたしましては、今後県から実地調査の結果について情報提供をいただき、幼稚園児

に係る安全確認について埼玉県との情報共有を図ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 梅澤十三男生涯学習部長。 

〔梅澤十三男生涯学習部長 登壇〕 

○生涯学習部長（梅澤十三男） 鳴海議員の質問に順次お答えいたします。 

  初めに、１、教育問題の１、受験生を対象とした学習場所の確保についてのイ、放送大学

校教室の利用についてお答えいたします。 

  市内にございます放送大学三郷校及び三郷中央校は、三郷市が放送大学と覚書を締結し、

放送大学が提供している授業を身近な場所で視聴ができる施設でございます。 

  テレビやラジオの放送を活用した質の高い学習機会を市民の皆様へ提供することを目的と

して設置しており、三郷校は平成23年10月、瑞沼市民センター内に、三郷中央校は令和元年

８月、三郷中央におどりプラザ内に開校いたしました。 

  両施設ともに放送大学の視聴覚教材の視聴スペースと自習スペースを設けており、利用者

の学習内容に応じて施設を利用していただいているところでございます。 

  両施設では、放送大学の学生の利用や広く市民の皆様にも放送大学の講義を視聴していた

だくことができるほか、自由に自習ができる場所として活用いただいているところでござい

ます。 

  今後も、放送大学と連携を図り、質の高い学習機会を市民の皆様へ提供するとともに、自

習できる場所としても提供するなど、学習機会の充実に努めてまいります。 

  続きまして、２、青少年問題の１、青少年育成についてのア、ユースワーカー養成講座の

実施についてと、イ、青少年の居場所つくりについては関連がございますので、一括してお

答えいたします。 

  近年、青少年を含む若者を取り巻く環境は大きく変化しており、家庭や学校、職場以外に

おいて安心できる居場所が減少している傾向にあります。 
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  居場所の減少は、人間関係の悪化や不登校、引きこもり、一人で悩みを抱え込む状況に陥

り、将来様々な問題を引き起こすことにつながるものと考えております。 

  安心できる居場所は、青少年を含む若者たちの自己肯定につながり、自己の成長、自立を

促進する一助になる重要な場所であると認識しております。 

  このような状況を踏まえ、若者の成長支援の担い手としてユースワーカーに期待する動き

が幾つかの自治体において見られるようになりました。 

  このユースワーカーにつきましては、現時点において法的位置づけはございませんが、若

者の声を聞き、必要な支援につなぐ重要な存在であると考えております。 

  現在、本市におきましては、埼玉県から委嘱されている三郷市青少年相談員が、青少年ホ

ームを利用する子どもたちの良き話し相手、相談相手となり一緒に行動し、青少年を含む若

者が……（非常ベル鳴動）…… 

○議長（武居弘治議員） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１７分 

 

再開 午前１０時３５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。 

  鳴海和美議員の質問に対する答弁を求めます。 

  梅澤十三男生涯学習部長。 

〔梅澤十三男生涯学習部長 登壇〕 

○生涯学習部長（梅澤十三男） 鳴海議員のご質問の２、青少年問題の１、青少年育成につい

てのア、ユースワーカー養成講座の実施についてと、イ、青少年の居場所つくりについては

関連がございますので、一括してお答えいたします。 

  近年、青少年を含む若者を取り巻く環境は大きく変化しており、家庭や学校、職場以外に

おいて安心できる居場所が減少している傾向にあります。 

  居場所の減少は、人間関係の悪化や不登校、引きこもり、一人で悩みを抱え込む状況に陥

り、将来様々な問題を引き起こすことにつながるものと考えられます。 

  安心できる居場所は、青少年を含む若者たちの自己肯定につながり、自己の成長、自立を

促進する一助になる重要な場所であると認識しております。 
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  このような状況を踏まえ、若者の成長支援の担い手としてユースワーカーに期待する動き

が幾つかの自治体において見られるようになりました。 

  このユースワーカーにつきましては、現時点において法的位置づけはございませんが、若

者の声を聞き、必要な支援につなぐ重要な存在であると考えております。 

  現在、本市におきましては、埼玉県から委嘱されている三郷市青少年相談員が、青少年ホ

ームを利用する子どもたちの良き話し相手、相談相手となり一緒に行動し、青少年を含む若

者が、安心できる居場所つくりに努めているところでございます。 

  また、青少年ホームを市内の青少年の活動の場としても開放しており、コロナ禍以前には

市内２か所の適応指導教室の児童・生徒を対象とした青少年交流「集まれみさとの子」事業

の宿泊施設としてもご利用いただきました。 

  議員ご提案のユースワーカーの養成や青少年の居場所つくりにつきましては、青少年ホー

ムが、様々な悩みや問題を抱える青少年にとって安心できる居場所となるよう、また、その

担い手の養成について他自治体の取組を調査研究してまいります。 

  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） 私からは、３、子育て問題の１、保育所等バスの置き去り対

策についてのうち、ア、マニュアルの現状と見直しについてお答えいたします。 

  今年９月に静岡県内の認定こども園において、送迎バスに置き去りにされた子どもが亡く

なるという大変痛ましい事故が発生いたしました。この事故を受け、国から各自治体に対し、

バスを保有している保育所等に対し、年内を目途に送迎バスの安全管理に関する実地調査を

行うよう事務連絡がございました。 

  本市においては、送迎保育事業の業務委託を受けている２園、バスを所有している認定こ

ども園４園及び認可外保育施設１園の計７園について、11月15日から17日にかけて、送迎バ

スの状態、マニュアルの整備状況及びその内容について実地調査を行ったところでございま

す。 

  実地調査では、施設長をはじめ、バスの送迎に関わっている職員の立会いの下、施設から

ヒアリングするとともに、国から示された点検項目に沿って調査を実施いたしました。 

  マニュアルの整備状況につきましては、７園中５園が整備済み、１園が整備中、１園が未

整備となっておりましたが、全ての保育施設において目視による車内の点検、児童の欠席確
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認など、職員間で情報共有を図っており、事故防止に向けた取組は確認されたところでござ

います。 

  マニュアルが未整備の１園、及び今後見直しが必要とされた施設につきましては、国から

示された「子どものバス送迎・安全徹底マニュアル」や既に整備済みである保育施設のマニ

ュアルを情報提供することで、マニュアル策定に向けた取組を支援してまいります。 

  なお、今後は送迎バスに置き去り防止センサーなどの安全装置を設置することが義務化さ

れると聞き及んでおりますが、機器だけに頼ることなく、職員によるチェック体制の確立、

職員間の情報共有など、より実効性の高いマニュアルの策定及び安全確保に対する職員の意

識向上が必要不可欠であると考えております。 

  同じ事故を二度と繰り返さないためにも、引き続き、国・県及び保育施設と連携して児童

の安全確保の徹底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） 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） 鳴海議員のご質問にお答えいたします。 

  ４、健康問題の１、「９価ＨＰＶワクチン」についてのア、三郷市としての今後の取組に

ついてと、イ、対象者への周知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。 

  ＨＰＶワクチン接種は、予防接種法に定められた定期接種であり、公費で接種ができるワ

クチンは２価、４価の２種類がございますが、議員からございましたとおり、厚生労働省の

審議会におきまして、より予防効果の高い９価ＨＰＶワクチンを令和５年４月から定期接種

として使用する方針が了承され、厚生労働省において関係法令の改正に向けた手続が進めら

れているところでございます。 

  本市におきましては、令和３年11月にＨＰＶワクチン定期接種について積極的勧奨の差し

控えが終了したことに伴い、接種機会を逃したかたへの接種機会を確保する、いわゆるキャ

ッチアップ接種について、令和４年７月に対象者へＨＰＶワクチンに関する通知を個別に発

送しており、その際に９価ＨＰＶワクチンについての情報を掲載しております。 

  また、市ホームページにおきましても、９価ＨＰＶワクチンの最新情報が確認できるよう、

国のリンク先を掲載しているところでございます。 

  今後の取組といたしましては、９価ＨＰＶワクチンの定期接種化が決定いたしました後、
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平成９年４月２日から平成18年４月１日生まれのキャッチアップ接種対象者を含む中学２年

生以上の対象者へ、はがきにより周知するとともに、望ましい接種期間となる中学１年生の

女子に対しましては、予診票を含む個別通知により当該ワクチンについて周知する予定でご

ざいます。 

  ９価ＨＰＶワクチンにつきましては、接種回数など、引き続き審議が行われている状況も

ございますので、国の動向を注視するとともに、関係機関と連携を図り、市民のかたへ速や

かに適切な情報提供ができるよう努めてまいります。 

  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） それぞれご答弁ありがとうございました。それでは幾つか再質問

と要望をさせていただきます。 

  初めに１、教育問題、１、受験生を対象とした学習場所の確保について、アとして、学校

図書室の休日開放についてでございますが、学校教育部長より、おもしろ遊学館での「どよ

ごご」、また、中学３年生対象の「にっとく」講座のご案内がありました。中学生に対して

手厚く支援を実施していただいていることを理解いたしました。 

  また、今後、今の受験生に対しても周知をするというご答弁をいただきましたので、ぜひ

お願いしたいと思います。 

  また、今後、保護者や生徒の要望もしっかり伺って公共施設の活用の見直しをというご答

弁もいただきました。それぞれ前向きなご答弁をいただけたかと思いますので、この時期、

将来を決めかねない大事な受験の時期でございます。しっかりとこれまでもご支援なさって

いただいておると思いますが、それぞれの家庭の事情もあると思いますので、丁寧にお伺い

していただきながら応援をしていただきたく要望をさせていただきます。 

  次に、イの放送大学校教室の利用についてございますが、生涯学習部長より、自習場所と

して自由に使えるというご答弁をいただきましたが、こちらですね、ちょっと再質問をさせ

ていただきますが、以前、施設に直接問合せをしたら、使用できないと言われたというお話

を伺いました。 

  ホームページを見ると、自由に使えますというようなご案内もなされており、今の生涯学

習部長のご答弁ですと、放送大学校のかたが自由に使えるのか、一般のかたが自由に使える

のか、少し分かりづらい点がございました。こちらは一般の人も行ったら自由に使えるのか

どうか、再度確認として再質問をさせていただきます。 
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  また、青少年ホームの居場所つくりの提案、次のほうでやらせていただきましたが、こち

らも自由学習の場として開放することもできるのではないかと思います。こちらもご検討い

ただきたく要望をさせていただきます。 

  ２点目の青少年問題、１、青少年育成について、ア、ユースワーカー養成講座の実施につ

いてと、イの青少年の居場所つくりについてでございますが、今、青少年が安心できる居場

所が減少しているという中で、この居場所の問題は重要であるというご答弁をいただけたか

と思います。また、ユースワーカー、これも重要な存在であると、そういったご答弁をいた

だいたと思います。 

  このユースワーカーの養成講座についてなんですけれども、京都市で実際にやっているプ

ログラム、立命館大学の大学院人間科学研究科と京都市ユースサービス協会が共同でプログ

ラムを策定しておりますが、このご案内の中になぜこのプログラムを開設したかというとこ

ろで、おっしゃるように、今、若者が引きこもりだとか不安定な職業、また、孤立や貧困な

ど様々な多くの課題が、時代とともに変わりながら絶えず存在しております。 

  そうした現代の問題に対応するためにも、単なる原因探しではなく、若者の課題そのもの

への社会的なサポートの枠組みをつくっていくことが必要ですと訴えております。成長過程

にある存在として、全ての若者が多様な経験の機会を得られるようにしていくことが重要で

あり、その担い手となる専門スタッフを育てていくことが焦点となっていると、そのような

視点でユースワーカー養成のプログラムを実施しているということでございます。 

  ご答弁では、今、青少年相談員が話し相手や相談相手となっているというお話でございま

した。再質問させていただきますが、この青少年相談員、現状として何人くらいのかたが具

体的な取組として、青少年ホームにどれくらいお越しになって、どのように青少年に関わっ

ているか、例えば、月に何回足を運んでいただいているとか、そういった具体的な事業を教

えていただきたいと思います。 

  青少年ホーム、こちら青少年のための大事な施設です。しかしながら、建てられてから大

分たっているかと思います。ただし、古い感じはありますけれども、非常に丁寧に使われて

いて清潔な明るい施設であるかと思います。しかしながら、時代とともに若いかたのニーズ

も変わっているため、若いかたから見て魅力的な施設かというと疑問であります。 

  せっかくの青少年ホーム、青少年のための施設ですので、若いかたが使い勝手のよい場所

として、例えば、館内をリフォームするなどの検討もすべき時期になっているのではないで

しょうか。ぜひ当事者である若い世代の意見を聞きながら、今後の在り方について検討を進
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めていただきたく要望いたします。その際に、備品についても自由に使えるタブレットやパ

ソコン、楽器など、そういったものを設置するなどの検討も要望をさせていただきます。 

  この青少年ホームが、青少年たちがいつでもふらっと気軽に来ていただき、社会性を育ん

だり、また、相談に乗ってもらったりできる、そういった場にすべく、アで要望しましたユ

ースワーカー養成講座をぜひ実施していただき、大人や先輩が寄り添って見守っていただけ

るような官民協働の青少年のサポートを行っていただける、そういった体制づくりと拠点整

備を進めていただきたく要望いたします。 

  続いて、３の子育て問題、１、保育所等バスの置きざり対策について、アとして、マニュ

アルの現状と見直しについてでございますが、しっかり調査を行っていただいているという

ことで了解いたしました。 

  その上で再質問させていただきますが、最近の報道を見ると、このバスの置き去りのみで

はなく、園児の虐待が報道されているなど、様々な不安が利用者に芽生えているかと思いま

す。そのようなマニュアル作成は了解いたしましたが、具体的にどのような管理をしっかり

行っているかという、日頃の管理についてのチェックはどうなっているのか、再度お伺いし

たいと思います。 

  また、安全装置の設置についてでございますが、今後、この設置の推進と確認について、

市はどのように行うのかについてお伺いいたします。 

  次に、イの幼稚園等の安全対策についてでございますが、幼稚園への県の管理でございま

すが、市がしっかり情報共有して子どもたちの安全を守っていくということでございますの

で、了解いたしました。ここで、このバスの安全装置の件についても、今後、どのような管

理になっていくのか、再質問をさせていただきます。 

  最後に、４の健康問題、１、「９価ＨＰＶワクチン」についてのアとして、三郷市として

の今後の取組について、イ、対象者への周知については了解いたしました。今後、国の動向

を注視して、適切な情報提供をなさるということでございましたので、この９価ＨＰＶワク

チンがどういったものかという、そういったものも含めて丁寧にこれからご案内をしていた

だきたく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。 

  梅澤十三男生涯学習部長。 

〔梅澤十三男生涯学習部長 登壇〕 
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○生涯学習部長（梅澤十三男） 再度のご質問にお答えいたします。 

  まず初めに、放送大学校の教室の利用について、一般のかたも利用ができるのかというご

質問でございますが、ホームページでもお知らせしておりますとおり、一般のかたも自由に

ご利用していただける、そういう施設でございます。 

  次に、青少年の育成についての青少年相談員の人数及び活動状況ということでございます

が、まず人数でございますが、現在は市内の20歳前後のかた26名の青年で構成をされており

ます。 

  それから活動状況でございますが、毎月一度定例会を実施し、主催事業や内部研修につい

て話し合いを行っているところでございます。コロナ禍以前におきましては、主催事業とし

て年に２回のアゼリアキャンプ、それから年１回の内部研修を実施しておりました。現在は、

コロナ禍の影響でお休みをしているというところでございます。 

  しかし、それに代わるものとして、市主催事業や市内施設のイベント、それから青少年課

主催の事業には青少年相談員のかたがボランティアとして積極的に取り組んでいただいてい

ると、そういうような現状でございます。 

  今後につきましても、青少年が相談しやすい環境の整備に努め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） 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） 再度のご質問にお答えいたします。 

  初めに、保育園の管理体制の把握についてでございますが、認可保育園、認定こども園の

施設運営管理につきましては、児童福祉法に基づき、県が主体となって市と連携を図りなが

ら定期監査を実施しており、小規模保育事業などの特定地域型保育事業及び認可外保育施設

につきましては、市が定期監査を実施しております。 

  なお、保護者などから施設の対応や保育の内容に対する問合せ等が寄せられた際には、よ

くお話を伺った上で、状況に応じて市職員が該当する保育施設に赴き、現場確認や園長から

聞き取り調査を実施するなど、双方からご意見を伺いながら、解決に向けた対策を講じるな

ど、大きなトラブルに発展するのを未然に防ぐように努めております。 

  次に、送迎バスへの安全装置の導入に関する補助や設置状況の確認が必要ではないかにつ

きましては、送迎バスへの安全装置の導入を義務化することによる補助制度につきましては、
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安全装置の市場価格を踏まえた金額を国庫補助する予定であると聞いておりますが、現時点

において、国から具体的な内容が示されておりませんので、詳細が示され次第、送迎車両を

保有する保育施設に補助金の活用を促すとともに、機会を捉えて車両への設置状況の確認を

行うことで、児童の安全対策を推進してまいります。 

  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） 再度のご質問にお答えいたします。 

  幼稚園について、安全装置の設置は今後どうなっていくのかというご質問かと思います。 

  安全装置につきましては、文部科学省による送迎バスに安全装置を設置する改修支援を埼

玉県が実施すると聞き及んでおります。市といたしましては、各園における安全装置等の整

備結果につきまして、補助制度利用状況と併せて県に確認をしていく予定でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で鳴海和美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００分 

 

再開 午前１１時１０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。 

 

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

 

◇ 西 村 寿美枝 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第２、11番、西村寿美枝議員。 

〔１１番 西村寿美枝議員 登壇〕 

○１１番（西村寿美枝議員） 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、行政問題、１、外国籍住民への情報発信についてお伺いします。 

  コロナ禍から、ようやく社会がウィズコロナへ経済の立て直しを図ろうと動き始め、外国
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からたくさんのかたが日本を働く場所として選び、来られています。 

  我が市は、本年４月に某テレビ番組でも外国籍のかたが住みやすいまちとして紹介されて

おりましたが、その後も外国籍住民は増えてまいりました。 

  本年６月議会で、私が多文化共生問題について一般質問をした折、三郷市の全人口に占め

る外国籍住民の割合は約3.5％とご答弁をいただきましたが、さらに増えていると思います。

そうした中で、日本語に慣れない外国籍のかたが、防災無線が分からないと困っておられる

という声をお聞きしています。 

  そこで、アとして、防災無線などの情報の発信に関して、日本語に不慣れな外国籍住民の

かたにどのようなサービスをしているか、お伺いいたします。 

  東京都杉並区では、防災行政無線の内容等をメール配信サービスで日本語と英語の２か国

語で配信しています。八王子市では、中国語も加えた３か国語で、そして外国籍住民が人口

の約１割と多くなっている蕨市では、ベトナム語なども含めて、６か国語で行っています。 

  三郷市でも、市からのイベント情報や防災情報などをメールにて配信しておりますが、こ

れを日本語に加え、英語、中国語、ベトナム語など多言語で行うことで、外国籍住民のかた

に市の情報を身近なものと感じていただくことや、防災情報を素早くお届けすることができ

るのではないかと思います。 

  そこで、イとして、多言語による市のメール配信サービスについてお伺いいたします。 

  次に、２、教育問題の１、児童生徒の心の支援のためのＩＣＴ活用についてお伺いします。 

  新型コロナウイルス感染症が大きく世界を変え、学校や家庭における生活が大きく変化し、

子どもたちを取り巻く環境が大きく変わりました。人と人との距離が広がる中、不安や悩み

を相談できない子どもたちがいることが心配されます。 

  本年10月27日に文部科学省が出した「令和３年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導

上の諸課題に関する調査結果」には、不登校児童・生徒の６年連続の増加が報告されていま

す。 

  不登校の要因として、児童・生徒から主たるものを１つ回答してもらったデータを見ます

と、「無気力、不安」という個人の内面的な要因が第１位で、非常に増えてもおり、小学生、

中学生ともに不登校要因の50％近くに上っています。第２位は、小学生が「親子の関わり

方」、中学生は「友人関係の問題」、第３位は、小学生、中学生ともに「生活の乱れ、生活

のリズムの乱れ、遊び、非行」が要因となっています。今月１日に公表された埼玉県内の調

査結果も同様の結果であったと報道されています。 
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  そこで、まずアとして、三郷市の児童・生徒のいじめや不登校などの現状についてお伺い

いたします。 

  子どもたちの不安や悩みが従来とは異なる形で現れたり、一人で抱え込んだりしているこ

とがうかがえます。子どもたちのＳＯＳをどのようにキャッチしていくか、さらには、ここ

まで心が疲れ切ってしまう前に子どもの小さな変化に気づいてあげられるか、早期発見、早

期対応が重要であると思います。 

  ＧＩＧＡスクール構想の中で、総務省のスマートスクール・プラットフォーム実証事業、

文部科学省のエビデンスに基づいた学校教育の改善に向けた実証事業の１つに、大阪市が導

入した「心の天気」というソフトがあります。 

  これは１日１回、児童・生徒がそのときの気持ちに最も近い天気マークを、晴れ、曇り、

雨、雷から選んで入力します。児童・生徒の日々の心の変化を見取ることができ、声かけの

きっかけになります。 

  この「心の天気」の考案者である岐阜聖徳学園大学の玉置教授は、個別最適化学習を進め

るには、まずは個々の子どもを知らなくては始まらないと、強化学習だけでなく、一人ひと

りの心の状態を捉え、必要に応じて心理的な支援や生徒指導をしながら学習の助言をしてい

く必要性を訴えています。 

  また、この「心の天気」は、たった４つの天気を入力するだけという、至って簡単なシス

テムなのですが、厳密さを求め過ぎないことが重要であると示唆しています。 

  このように、大阪市では児童・生徒の学習データに加えて、心の状態を教員間で共有する

ことで、担任だけでは見落としてしまいかねない問題の早期発見や、児童・生徒に寄り添っ

た声かけのきっかけを導き出す資料として活用しています。 

  三郷市でも、児童・生徒の個別最適化学習を進めていくために、心の支援につながるＩＣ

Ｔ活用を進めるべきであると思います。 

  イとして、児童・生徒の心の支援のためのＩＣＴ活用についてお伺いいたします。 

  続いて、教育問題の２、学校等におけるてんかん治療薬の使用についてお伺いします。 

  学校等において、児童・生徒がてんかん発作を起こした場合、教職員等が迅速に鎮静させ

るための治療薬として、本年７月より口腔用液ブコラムの投与が可能となりました。医師法

に違反していない旨の通知が下りています。これまでは座薬の使用が認められていましたが、

衣服を脱がせて投与する必要があることから、今回のブコラムの承認は朗報であると思いま

す。 
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  そこで、まずアとして、市内の学校等におけるてんかん発作のある児童生徒の状況につい

てお伺いいたします。 

  てんかん発作で生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職員等が適切に治

療薬を投与するには、事前の研修や訓練が必要であると思います。 

  平成25年12月議会で我が会派の同僚議員が、食物アレルギーによるアナフィラキシー発作

時にエピペンを使用することについての教職員の研修について質問をしておりますが、今回

のてんかん治療薬についても同様に、病気に対する知識をはじめ、緊急時の薬品投与につい

て、また、児童・生徒のプライバシーの保護や居合わせた周囲の児童・生徒への対応など、

あらかじめ研修と訓練を実施してほしいと思います。 

  そこで、イとして、てんかん治療薬の教職員等の研修や訓練についてお伺いいたします。 

  最後に、３、福祉問題、１、介護事業所の業務継続計画（ＢＣＰ）策定についてお伺いし

ます。 

  令和３年４月施行の「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」の中で、令和

５年度末までに介護事業でのＢＣＰ（業務継続計画）の策定が義務づけられました。自然災

害や新型コロナウイルスのような感染症の流行が発生したときなども、介護サービスは要介

護者とその家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、継続的なサービスの提供が求

められています。 

  報道によれば、令和元年10月に台風19号で大規模な浸水被害が発生した際に、多くの介護

施設でサービスが提供できなくなり、このときの現場の声として、リハビリなどをしない状

態で２週間たってしまうと、要介護がどんどん進んでいく人や急激に運動機能が低下して歩

けなくなってしまう人が出たという報告がされています。だからこそ重要な業務を中断させ

ない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制など、業務継続

計画（ＢＣＰ）の策定が必要なのです。 

  三郷市においても、介護事業所のＢＣＰ策定が現在どれだけ完了しているか、策定中なの

か、あるいは手もつけられずにいるかなど実態調査をし、策定の支援をしていく必要がある

と思います。 

  そこで、アとして、現状についてお伺いいたします。 

  介護施設職員は大変に忙しく、実際のところ新型コロナウイルス感染防止対策や慢性的な

人手不足、また、防災に詳しい職員がいないなど、ＢＣＰ策定がなかなか進まないというの

が現状であろうかと思います。厚生労働省もＢＣＰのひな形を示していますが、施設によっ
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て状況が大きく異なるため、そのままでは使えないという指摘もあります。 

  ＢＣＰについての知見は、危機管理防災課の範疇であると思いますが、市民の安心・安全

を確保するために危機管理防災課と福祉部が共同して支援していく必要があるのではないで

しょうか。 

  そこで、イとして、ＢＣＰ（業務継続計画）の策定の支援についてお伺いいたします。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 西村寿美枝議員の質問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） 西村議員のご質問にお答えいたします。 

  私からは、１、行政問題の１、外国籍住民への情報発信についての担当分にお答えいたし

ます。 

  初めに、ア、現状についてでございますが、現在の主な情報発信ツールの１つであります

市ホームページでは、自動翻訳サービスにより、ホームページの内容を英語、中国語、韓国

語に翻訳することが可能となっております。 

  また、「広報みさと」におきましては、専用のアプリケーション「カタログポケット」に

より、英語や中国語など10の言語に翻訳するとともに、音声読み上げ機能では９つの言語で

聞くことができるようになっております。 

  次に、イ、多言語によるメール配信サービスについてでございますが、三郷市配信メール

サービスは、市から発信する防災、防犯、まちの話題、子育てなどの情報を、希望するメー

ルアドレスを登録した住民のかたなどに届けるための一斉情報配信システムとなっておりま

すので、情報の即時伝達が可能であり、災害時などの緊急時にも有効に活用できる情報伝達

手段であると考えております。 

  しかしながら、現在導入しているシステムは多言語に対応しておりませんので、先進自治

体における外国籍住民への情報伝達の手法・内容等も含め、多言語配信について調査研究を

進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 私からは、１、行政問題、１、外国籍住民への情報発信につい
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て、ア、現状について担当分についてお答えいたします。 

  本市では外国籍住民への行政情報の発信手段といたしまして、市の英語版情報誌「Ｍｉｓ

ａｔｏ Ｖｉｅｗ（ミサトビュー）」を５月、８月、11月、２月の年４回、各回1,250部を

発行しております。 

  主な配布先でございますが、定期購読者70名のほか、市内の公共施設、郵便局、銀行、警

察署、小学校・中学校・高等学校などとなっております。 

  編集に当たりましては、「広報みさと」の年間掲載計画表を基に 、外国籍住民の関心の

ある情報や、通訳依頼が多い業務のお知らせを中心に掲載できるよう心がけております。 

  最近では、コロナ禍における物価高騰の影響を受ける「子育て世帯の家計負担軽減の給食

費支援」の情報や、勉強方法や子どもたちの進路相談等を実施する「子どもの学習支援事

業」の情報など、外国籍住民の暮らしにも直結する市政情報を掲載しております。 

  ここ数年は、外国籍住民が増加傾向にあり、身近な生活における困り事なども増えること

が予想されますので、引き続き相談窓口を紹介するとともに、言語の壁による情報格差が生

じぬよう、さらなる紙面の充実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） 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） 私からは、初めに、２、教育問題の１、児童生徒の心の支援の

ためのＩＣＴ活用についてのア、いじめや不登校などの現状についてにお答えいたします。 

  いじめ、不登校の件数は、本市におきましても、コロナ禍における国の傾向と同様に、増

加傾向でございます。 

  そこで、いじめにつきましては、各学校において、未然防止のため、いじめ撲滅運動など

に取り組むとともに、早期発見、早期対応に向け、心のアンケートを実施するなど、積極的

にいじめを認知して、その解消に努めているところでございます。 

  教育委員会といたしましては、毎月各校のいじめ調査結果を把握し、必要に応じて指導助

言を行っております。 

  不登校につきましては、各学校において、該当の児童・生徒やその保護者に寄り添いまし

て、スクールソーシャルワーカー等の協力も得ながら、家庭訪問や面談などを通して、組織

的に対応しております。 

  教育委員会では、市内２か所に適応指導教室を設置しまして、不登校児童・生徒に対する
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教育相談や学習指導及び社会生活適応のための集団活動などを行い、学校生活や将来への不

安解消と学習保障に取り組んでいるところでございます。 

  次に、イ、心の支援のためのＩＣＴ活用についてお答えいたします。 

  議員ご指摘のＩＣＴ活用方法につきましては、学習や生活ノートのデジタル化によりまし

て、そのデータが蓄積され、児童・生徒の学習成果や心の変容が確認しやくすなるなど参考

になる事例でございます。 

  教育委員会では、子どもたちが悩んだ際、相談先をすぐに閲覧することができますように、

児童・生徒用タブレット端末のデスクトップ上にアイコンを設定したところでございます。 

  また、市内小・中学校の中には、タブレット端末を活用しまして、毎月、心のアンケート

調査等に取り組んでいるほか、子どもたちが毎朝登校後に心の状態や朝食摂取等の簡単な健

康観察を自身で入力している事例もございます。 

  教育委員会といたしましては、今後も児童・生徒の心の支援に向けて、学校とよい事例を

共有しながら、適切な対応に努め、ＩＣＴ活用における可能な取組について調査研究してま

いります。 

  次に、２、学校等におけるてんかん治療薬の使用についてのア、てんかん発作のある児童

生徒の状況について、イ、教職員等の研修や訓練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。 

  てんかん発作のある児童・生徒の状況につきましては、学校ごとに、発作の頻度や発作時

の様子について保護者から聞き取りを行い、一人ひとりの状況や対処法を把握しております。 

  また、学校医、学校薬剤師と連携を図りまして、必要に応じて指導助言を受けているとこ

ろでございます。 

  本来、てんかん発作時に、教職員が口腔用液を投与することは医療行為に当たるため行う

ことはできません。しかし、今回発出された通知によりまして、てんかん発作時で生命が危

険な状態である場合に限り、児童・生徒及び保護者が投与を希望し、学校に依頼しているこ

と、医師が作成した具体的指示事項の書面を基に保護者から説明を受けていること、これら

を条件に、教職員による投与が可能となりました。 

  現在、本市では口腔用液投与の依頼を受けたケースはございませんが、てんかんに対する

知識及び症状、投薬方法も含めた対応方法について、校長会等を通じて各校に情報提供し、

教職員の認識を深めることができるよう働きかけてまいります。 

  また、てんかんという疾病の特性上、プライバシーの保護に十分配慮しますとともに、保
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護者や関係者との連携を密にして、校内体制の整備に万全を期すよう指導してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 浮田勝之危機管理監。 

〔浮田勝之危機管理監 登壇〕 

○危機管理監（浮田勝之） 西村議員のご質問にお答えいたします。 

  私からは、３、福祉問題、１、介護事業所の業務継続計画（ＢＣＰ）策定についてのア、

現状について、イ、策定支援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。 

  業務継続計画（ＢＣＰ）は、自然災害や感染症の蔓延など不測の事態が発生しても、重要

な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体

制、手順等を示したものであり、介護事業所においても、介護サービスの業務継続のために

平時から準備・検討しておくべきことや、発生時の対応などをまとめた業務継続計画を策定

することが義務づけられました。 

  介護事業所が業務継続計画を策定するに当たりましては、それぞれの施設が立地している

地域で、どのような災害リスクがあるのかを把握し、想定されるリスクにどのような備えが

必要かを検討することが不可欠であると考えております。 

  危機管理担当といたしましては、本年10月に、三郷市在宅医療介護連携推進協議会からの

依頼により、各事業所で業務継続計画を策定するための基礎知識となるよう、ハザードマッ

プを活用した自然災害による三郷市での被害想定や、災害関連情報の入手方法、備蓄してお

くべき物資など、各事業所や職員個々人で備えておくべきことなどの防災講話を実施いたし

ました。 

  このほか、水防法に基づく取組としまして、介護事業所を含めた要配慮者利用施設におき

ましては、洪水時の避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務づけされております。 

  この避難確保計画で各事業所が定める防災体制や役割分担などの事項は、業務継続計画と

関連する内容が多いため、避難確保計画の作成プロセスは業務継続計画の策定に当たっても

参考にできるものと考えます。 

  今後も介護事業所における業務継続計画の策定に当たりましては、福祉部門と連携し、リ

スクの把握のための情報提供や防災講話の実施など、業務継続計画策定の支援に努めてまい

ります。 

  以上でございます。 
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○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） 私からは、１、介護事業所の業務継続計画（ＢＣＰ）策定について

のア、現状についてと、イ、策定支援についての福祉部担当分につきまして一括してお答え

いたします。 

  感染症や支援災害発生時の介護事業所における業務継続につきましては、西村議員からご

案内のとおり、国において、令和３年度の介護報酬改定に当たり、全ての介護サービス事業

者を対象に３年の猶予期間を設けた上で、業務継続計画等の策定、研修の実施及び訓練の実

施等が義務づけられたところでございます。 

  介護事業所における業務継続計画の策定につきましては、既に厚生労働省からガイドライ

ンやひな形などの資料や、作成手順についての研修動画などが公開されており、これらを基

に各事業所等において、それぞれの状況に応じた計画の策定が進められているものと認識し

ております。 

  市では、現在、猶予期間ということで各事業所の具体的な策定状況については確認に至っ

ておりませんが、介護サービスは要介護者や家族の生活を支える上で欠かせないものであり、

他の業種よりもサービス提供の維持・継続の必要性が高いとされていることから、今後、進

捗の状況の把握に努めるとともに、計画策定促進のために研修会などの情報提供を含め、引

き続き関係部と連携しながら行ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 西村寿美枝議員。 

〔１１番 西村寿美枝議員 登壇〕 

○１１番（西村寿美枝議員） それぞれにご答弁ありがとうございました。 

  それでは、幾つか再質問と要望をさせていただきます。 

  まず、１、行政問題、１、外国籍住民への情報発信についてでございますが、ホームペー

ジや広報などを自動翻訳などで、ホームページでは３か国語で、広報はカタログポケットを

使ってご案内くださっているということ、了解いたしました。 

  また、「Ｍｉｓａｔｏ Ｖｉｅｗ（ミサトビュー）」などで年４回、外国籍のかたへの情

報発信をしてくださっていることを了解いたしました。 

  そこで、再質問をさせていただきます。 

  本年９月22日に三郷市のメール配信サービスにおいて、英語での配信が行われました。同
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時に三郷市公式ツイッターでは、英語、中国語、韓国語など、日本語も含めて８か国語での

ツイートが発信されました。覚えていらっしゃるかたも多いかと思いますが、内容は「埼玉

県警察で外国人向けに日本の交通ルールをまとめたテキストをウェブページに掲載していま

す」というご案内でございました。このように多言語での配信が必要な事例は実際に起きて

おります。 

  しかしながら、メール配信サービスは登録している人にしか届きません。ツイッターもフ

ォローしていなければタイムラインに載ってきません。今回のように、急に多言語で配信し

ても、残念ながら届けたい人には届かないのです。いざというときに必要な情報を伝える準

備を平時から整えておくことが大事なのであります。 

  外国籍住民のかたが日常的に情報を得るためのツールとして、メール配信サービスに登録

し利用していただくために、ぜひ多言語での配信を検討していただきたいと思います。 

  再質問として、この９月22日の英語によるメール配信の経緯と、今後も同様のことが起き

た場合、ひいては災害時など、即時性の高い情報発信が必要な場合、どのように対処される

のかについてお伺いいたします。 

  次に、教育問題、児童生徒の心の支援のためのＩＣＴ活用についてでございますが、不登

校生徒に対してはスクールソーシャルワーカーのかたなど、適応指導教室での対応をしてく

ださっているということ、また、いじめに関しては毎月調査をしてくださっているというこ

と、了解いたしました。 

  そして、ＩＣＴ活用に関しては、学校によっては毎月の心のアンケート調査を行っている

ところがあったり、毎朝の健康観察にＩＣＴを活用されている事例があるというご紹介がご

ざいました。ぜひこの現場の先生方の知恵をどんどん活用していただきながら、学校間での

情報を共有して進めていただきたいと思います。 

  ご存じのとおり、ＩＣＴとは情報技術を活用したコミュニケーションであります。タブレ

ット端末を使う技術を身につけることが目的ではなく、目指すべきところは個別最適な学び

と協同的な学びであり、そのためのコミュニケーションのツールとしてＩＣＴ活用をすると

いうことであろうかと思います。個別最適な学びへ強化学習だけでなく、心の支援のための

ＩＣＴ活用をぜひともお願いいたします。これは要望とさせていただきます。 

  次に、学校等におけるてんかん治療薬の使用についてでございますが、てんかん発作のあ

る児童・生徒に対しては、保護者から聞き取りをして、対処の確認をしながらしっかりと進

めてくださっているということで了解をいたしました。 
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  てんかんを持つ児童・生徒が学校生活で必要以上の制限を受けないために、教職員一人ひ

とりがてんかんに対して正しい知識を得ること、正しい理解を学校全体で持つことが必要で

あると思います。他の子どもたちの前でてんかん発作が見られた場合に、その場に居合わせ

た教職員が慌てずに落ち着いて対処することで、皆がてんかんに対する正しい理解を深めて

いけることと思います。 

  このたびの新しい治療薬の承認を受けて、改めて、てんかんに対する研修や治療薬の投与

の訓練を行っていただきたいと思います。これも要望とさせていただきます。 

  最後に、福祉問題、介護事業所のＢＣＰ策定についてでございますが、三郷市在宅医療介

護連携推進協議会からの依頼で、危機管理防災課のほうで講座を開催されたというご答弁で

ございました。現場からの要請を受けてのご対応は大変にありがとうございました。 

  防災計画に示される被害想定と事業所の役割など、ＢＣＰを策定する上での基礎知識をご

講演くださったとのことですが、今回のＢＣＰ策定は感染症対応と自然災害対応の２パター

ンの策定が義務づけられており、実際に各事業所がそれぞれＢＣＰを策定する上では、引き

続き、きめ細やかな支援が必要だと思います。 

  そこで、１点再質問でございますが、この危機管理防災課の講座への市内介護事業所の参

加について、福祉部のほうで掌握されている状況についてお伺いいたします。 

  介護サービス利用者が困らないように、来年度末までのＢＣＰ策定、100％を目指して福

祉部と危機管理防災課が引き続き連携を図りながら、能動的に支援していっていただきたい

と要望いたします。 

  以上で終わります。 

○議長（武居弘治議員） 西村寿美枝議員の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） 西村議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  ２点ご質問いただいたかと思いますが、初めに、交通安全ルールに関する情報発信が多言

語でされた経緯についてでございますが、これにつきましては、埼玉県警察から多言語で作

成した交通安全ルールのパンフレットを外国籍住民に周知したいとの相談を受けまして、日

本語以外の言語でも配信したところでございます。 

  その際、本市のメール配信につきましては、取り扱える文字に制約がありまして、日本語

と英語の２言語で、また、ツイッターとフェイスブックにつきましては、８言語のうち対応
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可能であった７言語で配信を行ったものでございます。 

  続きまして、今後、多言語での配信の必要があった場合の対応でございますが、現状では、

さきの交通安全ルールと同様の方法により配信することとなりますが、多言語機能の必要性

は十分認識しているところでございます。 

  現在、ホームページのリニューアルに取り組んでおりますが、メール配信サービスも含め、

どのような対応が可能であるか、また、庁内全体での情報発信の有効なシステム構築等につ

いて、費用対効果も踏まえ、関連部署と連携しながら、引き続き検討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） 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） 再度のご質問にお答えいたします。 

  三郷市在宅医療介護連携推進協議会が主催いたしました今回の研修の参加者の状況につい

てでございますが、会場及びウェブ配信にて合わせて51名の参加があり、そのうち介護関連

の職種のかたにつきましては、重複回答で延べになりますが、42人となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 以上で西村寿美枝議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 寺 沢 美 紗 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第３、１番、寺沢美紗議員。 

〔１番 寺沢美紗議員 登壇〕 

○１番（寺沢美紗議員） 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、質問事項１、教育問題、１、これからの三郷の教育について、教育長にお伺いい

たします。 

  文部科学省は、新型コロナウイルス感染症を契機として様々な生活様式が変わり、また、

デジタル化が急速に進む中、初等中等教育段階の教育政策について、令和の日本型学校教育

の具体的な進み方等、教育進化のための改革方針を示すものとして、２つの基本理念と４つ

の柱を公表しております。 

  さらに、教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに、その人間性や創
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造性を高め、児童・生徒に対して効果的な教育活動を行うことができるようにすることを目

的とした教職員の働き方改革を進めております。 

  教職員の資質向上は児童・生徒の学力向上に直結することから、働き方改革とのバランス

をどのように図るのか、今後の大きな課題だと考えます。 

  コロナ禍による学習の遅れ、スポーツ、文化行事、修学旅行、式典などの相次ぐ中止、感

染防止のための三密対策によるコミュニケーション不足、この３年間は児童・生徒にとって

初めて経験する体験する機会がない学校生活となりました。 

  2021年度の全国学力・学習状況調査では、「学校に行くのは楽しいですか」の設問に、

「当てはまる」と答えた小学生の割合が減少、2022年度はやや増加しましたが、2021年度に

コロナ禍の影響で減った行事や友達とのふれあいが、2022年度になって少しずつ回復してき

たものと考えられます。 

  本市保護者からも、「感染対策を適切に講じつつ、児童・生徒やＰＴＡの学校活動を再開

し、進めていくことを願います」とご意見を頂戴いたしましたが、コロナ禍の影響を受けた

学校活動の回復に、最も大きな関心と切なる願いがあることがうかがえました。 

  さて、本市では三郷市教育行政の基本方針、「三郷の教育四つの礎」として、授業改善、

日本一の読書のまち三郷の推進、家庭教育の充実、夢への挑戦を柱とした教育のより一層の

充実を図るとして、令和４年度から６年度の計画を作成、有田るみ子教育長を先頭に、三郷

市教育委員会が一丸となって三郷の教育行政を進めてまいりました。 

  特に、この３年間はコロナ禍の影響で社会が急激に変化し、予測困難な時代へと突入した

ことから、新しい生活様式への対応や急速に求められた学校のＩＣＴ活用に対応するため、

最善の方策を探りながら環境整備にご尽力いただきました。 

  課題が山積する中ではございますが、令和４年10月28日より、大塚正樹教育長の下、新体

制となりまして、三郷の教育の新たな前進を期待するところでございます。 

  令和４年度三郷市の教育、令和４年度教育行政重点施策、三郷市第３期学力向上推進３カ

年計画は、事業や学校活動の中で児童・生徒の学力向上を支える取組となっております。 

  特色ある教育として、外国語教育の充実やＩＣＴ教育の推進があり、本市では英語スピー

チコンテストやタブレットパソコンを駆使してプレゼン資料を発表するプレゼンテーション

コンテストを実施、これらは児童・生徒の豊かな表現力、地道に取り組む継続力、諦めない

心を育む取組として高く評価されています。 

  一方で、変化の激しい時代だからこそ、これからより一層、学校、保護者、地域が一体と
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なった学校運営が求められると考えますが、三郷の教育についての展望を教育長に伺います。 

  続きまして、質問事項２、読書問題、１、日本一の読書のまち三郷の取り組みについて生

涯学習部長にお伺いいたします。 

  ア、第１次「日本一の読書のまち三郷」の取り組みについて。 

  三郷市は平成25年３月18日に三郷市議会の議決を経て日本一の読書のまちを宣言し、第４

次三郷市総合計画リーディングプロジェクト、日本一の読書のまち宣言、子どもの読書活動

の推進に関する法律、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画、読書のまち三郷・子

ども読書活動推進計画を受け、乳幼児から高齢者までの全ての市民を対象とする読書推進方

策として、日本一の読書のまち三郷推進計画を策定、計画策定から５年が経過し、計画期間

が終了となったため、これまでの成果、課題を精査し、さらなる読書活動の推進を目指した

第２次日本一の読書のまち推進計画を策定しました。 

  そこで、いま一度、第１次日本一の読書のまち推進計画の成果を伺います。 

  続きまして、イ、まちの小さな読書スポット「ふれあい文庫」について。 

  ふれあい文庫は、気になる本があれば、手続せずに持ち帰り読むことができることや、返

却期間もない気軽さ、また、市内公共施設、店舗、自治会館等に21か所設置されていること

から、身近な存在として、そして何より寄贈本の紹介メッセージと読後の感想カードによる

感想リレーがあることで、手にした本に対する客観的感想も知ることができるなど、創意工

夫が感じられ、本と人、人と人との心をつなぐといった願いが込められている点に大変魅力

を感じます。 

  先日の市長所信表明でもふれあい文庫について触れられており、三郷市の生涯学習におい

て重要な取組であると理解いたしました。 

  そこで、ふれあい文庫設置の経緯、これまでの成果と課題について伺います。また、ふれ

あい文庫と似た取組は全国各地で実施されていますが、市独自のアイデアや取組を伺います。 

  続きまして、ウ、ふれあいブックワゴンについて。 

  ふれあいブックワゴンは、図書館をより身近に感じていただく目的や、図書館を利用しに

くい地域住民のため、小型ステーションワゴンにかいちゃん＆つぶちゃんのラッピングを施

し、市内を駆け巡っております。本をきっかけに人や地域をつなぐ機能として大変に注目が

集まっております。 

  そこで、ふれあいブックワゴンの役割とこれまでの実績と今後について伺います。 

  続きまして、エ、「かいちゃん＆つぶちゃんと50をめぐる冒険」について。 
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  この事業は、市独自のみさと秋の読書まつりに合わせて、市と図書館に親しんでもらおう

との企画と伺いました。11月１日から11月30日まで開催され、参加方法には気軽に参加でき

るよう、また、コロナ感染予防対策から、オンライン参加もでき、参加対象者も市内外、年

齢問わずという点は、いま一度、日本一の読書のまち三郷をアピールできるすばらしい事業

と評価しております。 

  謎の手紙が届いて、「冒険の旅に出ることになっちゃった。誰か一緒に来て」からスター

トする今事業の概要、経緯、総括を伺います。 

  以上で１問目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 寺沢美紗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１１時５９分 

 

再開 午後 １時００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。 

  寺沢美紗議員の質問に対する答弁を求めます。 

  大塚正樹教育長。 

〔大塚正樹教育長 登壇〕 

○教育長（大塚正樹） 寺沢議員の１、教育問題、１、これからの三郷の教育についてお答え

いたします。 

  急激に変化する時代、社会の在り方が劇的に変わり、新型コロナウイルス感染症の拡大な

ど、予測困難な中、子どもたちの多様化への対応や教師の長時間労働など、今日の学校教育

が直面している課題は、本市も同様であると捉えております。 

  このような中、私は教育長就任に当たり、課題解決に向け、職員や学校の管理職に対して、

吉田松陰の言葉「夢なき者に成功なし」を示したところです。 

  今まで三郷の教育が積み上げてきた成果を生かし、夢を育む教育を継承してまいります。

そのために教職員の指導力を一層磨くとともに、ＩＣＴの活用を通して社会全体のデジタル

化に対応すること、英語教育の推進などを通して、多様な人々と協働できるコミュニケーシ

ョン能力を育成すること、個別最適な学びと協働的な学びを充実して事業改善につなげ、学

力向上を図ること、道徳教育や体験活動、人権教育の充実を通して、人間性豊かな心を育む
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ことなど、国が示す学習指導要領を踏まえ、令和の日本型学校教育を力強く推進してまいり

ます。 

  また、「日本一の読書のまち三郷」として読書活動を推進すること、そして創意工夫しな

がら教職員の働き方改革にも取り組んでまいります。 

  このためには、学校と保護者や地域社会の連携・協働が不可欠でございます。本市は三郷

市青少年育成市民会議など、地域組織が充実しており、市民総ぐるみの教育が強みであると

考えております。この強みを十分に生かしながら、子どもたちの活躍を後押しし、その成果

を三郷の教育の魅力として、市民はもちろん、多くの方々に広めてまいります。 

  今後も木津市長が掲げる「人にも企業にも選ばれる魅力的なまち」に寄与できるよう、学

校・家庭・地域が一体となって、子どもや若者の成長を支え、持続的で質の高い教育の実現

に向け、力を尽くす所存です。 

  議員の皆様にはご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 梅澤十三男生涯学習部長。 

〔梅澤十三男生涯学習部長 登壇〕 

○生涯学習部長（梅澤十三男） 私からは、２、読書問題の１、日本一の読書のまち三郷の取

り組みについて、順次お答えいたします。 

  初めに、ア、第１次「日本一の読書のまち三郷」の取り組みについてでございますが、平

成27年11月に策定いたしました日本一の読書のまち三郷推進計画につきましては、５年間の

計画期間が令和２年度で終了いたしましたことから、成果について検証を行いました。 

  主な成果といたしましては、三郷市が「日本一の読書のまち」を宣言し、各種の読書活動

に取り組んできた実績が市内外で注目されてきたことや、三郷中央におどりプラザ内への予

約図書受取カウンター開設による図書館の利便性の向上、文学講演会、秋の読書まつりをは

じめとする子どもから大人まで楽しめる各種読書イベントの開催、全国家読ゆうびんコンク

ールの全国規模での開催など、全ての世代を対象とした取組が充実し、市民が読書に触れる

機会が増えたことなどが挙げられました。 

  続きまして、イ、まちの小さな読書スポット「ふれあい文庫」についてお答えいたします。 

  ふれあい文庫は、市民の皆様に本をより身近に感じ、読書のきっかけとしていただくこと

を目的に、平成30年３月に三郷市役所本庁舎１階に設置したのが始まりで、現在では市内21

か所に拡大しております。 
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  このふれあい文庫は、市民からの寄贈本を活用し、本の巻末には感想リレーカードを備え

ることにより、読書による市民相互のふれあいの輪が広がるなどの成果が出ております。 

  また、市独自の取組として、昨年度から「ふれあいブックサポーター」制度を導入し、所

定の養成講座を受講した市民ボランティアが各文庫の日常の管理を行うなど、ふれあい文庫

が市民にとってより身近な存在となるよう、工夫を凝らしているところでございます。 

  今後もふれあい文庫を設置する際は、その施設の特色に応じて丁寧に行っていくとともに、

既に設置されているふれあい文庫の活性化につきましては、ふれあいブックサポーターとの

連携を図ってまいりたいと存じます。 

  続きまして、ウ、ふれあいブックワゴンについてでございますが、ふれあいブックワゴン

は、市が所蔵する図書という知の財産を市全体で活用するため、市のマスコットキャラクタ

ー「かいちゃん＆つぶちゃん」を車体にラッピングしたワンボックス型の車両で、令和２年

11月より運用を開始いたしました。 

  ふれあいブックワゴンは、要請に応じて各施設に本を届けるとともに、現地において図書

館司書が本の紹介や読み聞かせイベントなどを実施し、日頃、図書館などへ行くことが難し

い方々にも、読書の機会を提供するという役割を担っております。 

  これまでにも保育所、幼稚園、小・中学校、老人福祉センターなどに本を届けるとともに、

ふれあい文庫への配送に活用をしております。今後は引き続き、小・中学校への学習用図書

の配送に力を入れていく一方で、高齢者を対象とした事業の実施にも努めてまいりたいと存

じます。 

  続いて、エ、「かいちゃん＆つぶちゃんと50をめぐる冒険」についてお答えいたします。 

  「かいちゃん＆つぶちゃんと50をめぐる冒険」は、市内の図書館、図書室とインターネッ

トで楽しめる謎解きゲームでございます。 

  謎解きゲームは、新型コロナウイルスの感染拡大により、これまで会場で開催してきた秋

の読書まつりの開催方法見直しの一環として、令和２年度より実施しております。 

  今年度は、三郷市が市制施行50周年の記念の年であることから、50という数字をキーワー

ドに、謎解きを通じて三郷市の歴史や図書館について知っていただける内容といたしました。 

  今年度は、秋の読書まつりの期間中、市内外より約600名のかたに参加いただき、好評を

いただいたところでございます。 

  今後もこれまで培ったノウハウを読書推進事業に生かせるよう努めてまいりたいと存じま

す。 
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  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 寺沢美紗議員。 

○１番（寺沢美紗議員） それぞれご答弁いただきましてありがとうございました。 

  それでは、幾つか再質問と要望をさせていただきます。 

  まず、１の教育問題、１、これからの三郷の教育についてですが、先ほど教育長から「夢

なき者に成功なし」とお示しいただきました。吉田松陰のこの言葉は「夢なき者に理想な

し」から始まりますが、学校教育に求められる山積する課題解決に向け、教育委員会、教職

員一丸となって決意を持って取り組んでいかれるのだと解釈いたしました。 

  また、「人にも企業にも選ばれる魅力的なまち」に寄与できるよう尽力するとのことでし

たが、子育て世帯にも選ばれる教育が魅力的なまちづくりを強く進めていただくことを要望

いたします。 

  続きまして、２、読書問題について、１、日本一の読書のまち三郷の取り組みについて、

詳細にご答弁いただきましてありがとうございました。 

  市独自の取組として、乳幼児から高齢者まで、あらゆる世代の市民が読書に親しみ、心豊

かに生きる力を育み、人と地域、人と人とがつながり、文化の香り高いまちの実現に向けた

まちづくりの一端を担う重要な施策と理解いたしました。 

  第２次日本一の読書のまち推進計画のキャッチフレーズ『日本一「本とふれあえるま

ち」』とは何かと考えたときに、３つの基本方針、「本と出会える環境」「そこに本がある

人生」「本を通じてつながる」が三位一体となって実現するもので、その実現に向けた様々

な取組は、市民が魅力的な本と出会う機会を生む読書環境の向上につながるまちづくりであ

り、進捗状況を図るものとして、読書密度という数値を設定したと、第２次日本一の読書ま

ち三郷推進計画に記されています。 

  さらに、乳幼児から読書に触れるきっかけとなるよう、絵本をプレゼントするブックスタ

ート事業や、幼児期に家庭で培われた読書への興味、関心を学齢期に引き継ぎ、子どもの感

性や好奇心を育むことを目的として、小学１年生を対象に希望の本をプレゼントするらんど

せるブックよもよも事業を実施、さらに小・中学校では、読書活動の推進と充実を図ってお

ります。 

  また、小学６年生を対象とした子ども司書は、学校図書館での環境整備や地域での読書啓

発活動を通じ、子どもが持つ自主性やリーダーシップが育まれ、実践的な取組として保護者

から大変に高い評価を得ています。 
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  以上のことから、日本一の読書のまち三郷の取組は、日本一立派な図書館があることでは

なく、日本一本の数が多いことでもなく、また、ただ本を貸し出すことが目的ではなく、市

民が生活の中で１冊でも多くの本と出会い、時には夢のきっかけとなり、時には困難を乗り

越える力となって、自ら考え、自ら行動し、人生を豊かに生きるためのまちづくりであると

理解いたしました。 

  そこで、生涯学習部長に再質問させていただきます。 

  第２次日本一の読書のまち推進計画で設定されました計画の進捗を図る読書密度につきま

して、今後、数値の上昇を目指していくとありますが、認定時の経緯、また、どのようなお

考えで決定されたのか伺います。 

  次に、先ほど第１次日本一の読書のまち推進計画の成果についてご答弁いただきましたが、

第１次計画の課題、また、その課題を踏まえて策定されたものが第２次計画ですが、今後、

何をもって日本一の読書のまち三郷であるかを伺います。 

  最後に、第１次日本一の読書のまち宣言から来年で10年という節目を迎えますが、さらな

る発展に向けた取組を伺いまして、再質問を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 寺沢美紗議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  梅澤十三男生涯学習部長。 

〔梅澤十三男生涯学習部長 登壇〕 

○生涯学習部長（梅澤十三男） 再度のご質問にお答えいたします。 

  まず１点目、読書密度はどのような経緯、考え方で設定したのかでございますが、読書密

度はキャッチフレーズの実現と計画の進捗状況を把握するため、市職員、関連機関、ボラン

ティア団体と検討を重ねた上で設定をしました「地域」、「機会」、「人」という３つの基

本方針に連動した三郷市独自の数値でございます。読書密度は毎年算出することとしており、

その上昇に努めているところでございます。 

  それから２点目、第１次計画の課題は何かというご質問でございますが、課題といたしま

しては、三郷市の何が日本一であるのかが明確ではなかったという点でございます。 

  ３点目、その課題を踏まえ、第２次計画ではどうしていくのかというご質問でございます

が、第２次計画では『日本一「本とふれあえるまち」』を計画のキャッチフレーズに掲げ、

三郷市は日本一、本と触れ合えることができるまちであると明確にし、その実現に向け、各

種事業を推進してまいります。 

  最後に４点目でございますが、来年度は宣言から10年となるが、さらなる発展に向けた取
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組はあるのかというご質問ですが、ふれあい文庫、それからふれあいブックサポーター、ふ

れあいブックワゴン、こちらの３つの事業が互いに連動するふれあいトライアングル事業、

こちらを中心として、さらなる読書活動を推進し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） 以上で寺沢美紗議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 佐々木   修 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第４、13番、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、ＤＸ施策、公園整備、環境問題について３点お伺いいたします。 

  それでは、ＤＸ施策の１、申請手続き等の利便性の向上について。 

  私は、議員になる前は市役所に来ることは住民票などを取りにくることくらいで、年に数

回あるかないか、そのような状態でした。申請時に不慣れな私にも職員のかたは、当時、窓

口の案内や手続の方法なども親切に教えていただきました。 

  しかし、親切に教えていただいても、申請してから受け取るまで、申請者が多ければ待つ

時間も長くなります。そんなことから、以前は市役所での申請って半日くらいかかるかな、

そんなイメージを持っていました。実際はそんなに長くなることももちろんなかったのです

が、平日ですから、仕事を休んだり、半日休んだりして利用されているかたも多いという声

も多くありました。 

  平成27年12月の議会での私の一般質問では、市民の利便性の向上として、マイナンバーカ

ードのコンビニエンスストアでの住民票の写しや戸籍抄本、課税証明書の交付ができるよう

にという提案と質問をさせていただきました。 

  その後、タイミングよく平成29年９月からマイナンバーカードを利用したコンビニエンス

ストアでの各種証明書の交付サービスが開始されました。 

  マイナンバーカードやスマートフォンの普及により、利便性の向上として様々な取組をさ

れているかと思います。キャッシュレス決済や市県民税や軽自動車税、介護保険料などのス

マートフォンで簡単に納付できることがスムーズになったり、書かない窓口も来年度にはス
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タートする予定だと思います。 

  そこで、提案として、病院の受付番号が表示されているモニターをイメージしてもらうと

分かりやすいのですが、申請時に受付番号が発券されますが、その受付番号がモニターに表

示されます。モニターの表示を見れば、現在の混雑状況が分かります。 

  そのモニターの画面を三郷市のユーチューブでライブ配信すれば、市役所に申請などで用

事のあるかたにとっては、リアルタイムでの状況確認ができます。実際、費用面でも、三郷

市はユーチューブチャンネルを持っていますので、既に開設されています。モニターを映す

カメラも数千円程度で購入できるかと思います。初期費用が少なく、市民の利便性の向上に

つながります。 

  また、混雑状況が分かれば、市役所に行く日を変えることもできるでしょうし、混雑を回

避すれば、待ち時間の短縮や待合いスペースでの密を回避することもできます。そして混雑

が分散化されれば、職員の業務量の分散化にもつながるのではないでしょうか。 

  現状と提案した取組について、企画政策部長にお伺いいたします。 

  次に、公園整備、１、プレイパークについて。 

  各自治体やメディア等ではプレイパーク、また、プレーパークと呼ばれていますが、三郷

市の緑の基本計画では「プレイパーク」と明記してありますので、そちらの名称で呼ばせて

いただきます。 

  子どもの居場所を考えると、子ども食堂などが思い当たるかと思います。市内でも多くの

子ども食堂が市民団体の方々の努力によって行われています。 

  外での子どもの居場所を考えると、私はプレイパークを思い浮かべるのですが、このプレ

イパークとは、子どもたちが木登りや泥遊び、また、火を使ったり、その場にある自然と触

れ合いながら自由に体験して遊べる公園です。子どもたちの居場所ということもありますが、

大人も一緒に参加したり、人と人との交流の場としても認知されてきています。 

  プレイパークを積極的に取り組む自治体も増えてきております。日本では、世田谷区の羽

根木公園内でのプレイパークが最初になります。この羽根木プレイパークの歴史ですが、ウ

ィキペディアによりますと、プレイパークは別名「冒険遊び場」とも呼ばれ、日本では1979

年に開園したこの羽根木プレイパークが、現在あるこの冒険遊び場の最初のものになると言

われております。 

  ここでは子どもたちが廃材や道具を使って秘密基地をつくったり、木に登ったり、地面を

掘り返したり、また、ほかの公園ではできないようなたき火をしたり、そういったことをし
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ても構わないというルールがあります。 

  ただし、その際にはプレイリーダーという大人の観察指導の下で遊ぶことができる、昔の

子どもたちが自然の中で自由気ままに遊んでいたように、予想できる範囲の多少の危険も含

めて都市公園の中で再現できる、そういう趣旨の公園である。その代わり、子どもの視点に

立って、子どもの相談相手として、また、一緒に遊びの工夫に参加してくれる大人のプレイ

リーダーが常駐している、こういった場所もあります。 

  遊びはこのプレイリーダーの見守る中で行われるというのがルールで、三郷市として、こ

のプレイパークについて、どのように捉えているのか、また、取組を含め、まちづくり推進

部長にお伺いいたします。 

  最後に、３、環境問題、１、ロードキル等を含め動物死体処理事業について。 

  このロードキルとは、道路上で車によってはねられてしまったり、ひいてしまうことで起

こる動物の死亡事故のことを言います。今回は、このロードキルを含めた動物死体処理事業

についてお伺いいたします。 

  動物殺処分という言葉は聞いたことがあるかと思います。環境省の定義によりますと、

「動物を致死させること」と明記されています。飼い主等により保健所に持ち込まれたり、

迷子になって飼い主が見つからない犬猫なども多く対象になっています。 

  実際は、小さな箱の中に入れて炭酸ガスを入れ窒息をさせて焼却をしています。見たこと

がない、想像力がないかたでも、苦しい状態だということは分かるかと思います。また、こ

の殺処分の際に、呼吸の浅い高齢の個体などは、窒息状態でもまだ息がある状態で、それで

も焼却をされているということもあります。 

  全国の政令都市、中核市80市の野外の猫、いわゆる野良猫の遺体回収数を調べ、回答にあ

たった数を基に、全国での数を試算したＮＰＯ法人「人と動物の共生センター」の発表によ

りますと、2019年度、全国でのロードキル数28万9,572匹、環境省の2019年度の猫の殺処分

数２万7,107匹、この数字を見ても分かりますが、ロードキルによって亡くなる数が殺処分

をされている猫の数の約10倍にもなっております。 

  このようにロードキルの数が多いということは、動物死体処理事業での回収数も多くなり

ます。三郷市でのこの動物死体処理事業は、飼い主のいる動物、飼い主のいない動物、また、

野生動物など全てを対象に、委託された業者が市役所等の行政から連絡を受けて現地に向か

い、その亡きがらを回収し、回収時には現場の住所や犬や猫、野生動物であれば鳥やタヌキ、

アライグマなど、動物の種類も含め、委託回収業者が回収し、それを市に報告するシステム
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になっているかと思います。 

  動物死体処理事業の内容と委託業者からの報告事項、また、ロードキルになることが多い

猫を含めた処理数において、５年前と比較した現在の状況を市民経済部長にお伺いいたしま

して、１問目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 佐々木修議員の質問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） 佐々木議員のご質問にお答えいたします。 

  １、ＤＸ施策の１、申請手続き等の利便性の向上についてでございますが、本市ではかね

てより市民の皆様が申請手続などを行う際の利便性の向上のため、電子申請や各種証明書の

コンビニエンスストア交付の導入など、様々な取組を行っております。 

  特に、令和３年度は市役所本庁舎１階窓口の在り方を大きく見直し、住民票や証明書等の

発行について、これまでの総合窓口方式から、各課の窓口において申請から手数料支払いま

でを行える方式に改めたところでございます。 

  これに併せて、市民課窓口に加え、税窓口等にも番号札発券機を設置し、順番待ちなどの

状況を「見える化」する取組や、キャッシュレス決済に対応したレジを各窓口に配置し、電

子マネーやクレジットカードなどでの手数料支払いを可能にし、利便性向上を実現いたしま

した。 

  また、現在、マイナンバーカードや運転免許証の情報を利用して申請書を作成する、いわ

ゆる「書かない窓口」の令和５年度からの導入に向けて準備を進めており、これによりさら

に利便性が向上するものと考えております。 

  こうした窓口改善に取り組む一方で、年度末や休日明けなど、特定の時期、曜日、時間帯

に来庁者が集中し、混雑する状況があることは認識しております。 

  議員からご提案いただいた受付番号の呼出し表示をユーチューブで配信する取組について

は、市民の方々が事前に窓口の混雑状況などを確認できるため、場合によっては市役所での

手続の日を変更する、証明書を市役所ではなくコンビニエンスストア交付機で取得する、密

を避け、待ち時間を車で待つなど、多くの効果があると考えております。 

  こうした来庁者のメリットだけではなく、業務量の平準化など、職員の働き方にも効果が

見込まれますので、先進事例の調査研究を行い、実施に向けて検討を進めてまいります。 

  以上でございます。 
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○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） 私からは、２、公園整備、１、プレイパークについてお

答えいたします。 

  プレイパークは、議員からもご説明がございましたが、公園などにおいて既設の遊具など

にとらわれることなく、遊びを手助けするプレイリーダーの下、極力禁止事項をなくし、子

どもたちの発想力で自由に遊びをつくることができる遊び場のことでございます。 

  このプレイパークにつきましては、令和２年３月に策定されました第２次みさとこどもに

こにこプラン、及び令和３年４月に策定いたしました三郷市緑の基本計画におきまして、子

どもの居場所づくりの一環として、子育て支援活動団体などによるプレイパークの実施を位

置づけております。 

  これまでの取組といたしましては、子ども政策の担当部署と連携し、プレイパークでの遊

びの楽しさを体験できるイベントや、プレイリーダーの発掘、育成を目的としたセミナーを

令和２年度から合わせて３回開催しております。 

  内容といたしましては、ＮＰＯ法人による公園の地形や樹木を利用してロープやダンボー

ルなどを使った遊びの体験、及びプレイリーダーに興味を持たれた市民の方々との意見交換

を実施いたしました。 

  プレイパークは、子どもの健全な育成はもちろんのこと、地域のコミュニケーションや魅

力ある公園づくりの推進につながるものと認識しております。 

  今後につきましても、引き続き、関係部署と連携し、プレイパークの周知を含めたイベン

トの開催と併せて、継続的な運営に不可欠な市民によるプレイリーダーの発掘、育成に努め

てまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 私からは、３、環境問題、１、ロードキル等を含め動物死体処

理事業についてお答えいたします。 

  犬や猫などの動物死体につきましては、市内の不衛生な状況を防ぎ、生活環境を良好に保

つために、収集・運搬し、飼い主への配慮と動物愛護の観点から火葬を実施しており、迅速

な対応と専門の機材や施設が必要なことから、現在、専門業者に委託しております。 
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  具体的な業務内容といたしましては、先ほど議員からもご説明がありましたが、市民など

からの依頼や通報が市に寄せられた際に、受託業者が速やかに現場に向かい、回収場所、犬、

猫といった動物の種類、首輪の有無、首輪がある場合には体の色、特徴などを調査し、回収

後に市へ報告することとなっております。 

  次に、ロードキル、いわゆる道路上で起きた事故や、老衰と思われる自然死など、飼い主

がいない動物の処理状況につきましては、平成28年度614件、令和３年度は410件となってお

り、５年間で204件減少しております。そのうち、飼い主のいない猫につきましては、平成

28年度471件、令和３年度は183件と、５年間で約６割減少している状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 佐々木修議員。 

○１３番（佐々木修議員） それぞれご答弁いただきましてありがとうございました。 

  それでは、要望と再質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、ＤＸ施策の申請手続等の利便性の向上について、企画政策部長にお伺いしましたが、

三郷市として市民の方々の利便性の向上を目的に、去年から総合窓口でまとめて行っていた

手続を、今、各課で申請から支払いまでできるようなシステムになったり、市民課と税窓口

のほうで発券機を使って順番待ちなど、進捗が見えるような見える化を行っているというこ

と、さらに、キャッシュレス決済にも対応しているという取組を現在しているということ、

了解いたしました。 

  また、来年令和５年からはマイナンバーカードを利用して、書かないで申請できる「書か

ない窓口」など、さらに利便性の向上に取り組んでいるという答弁をいただきました。スマ

ートフォンやマイナンバーカードの普及に対応して、このＤＸ施策というものはさらに進め

ていっていただきたいなと思いましたので、よろしくお願いします。 

  先ほど私が提案しました受付番号の呼出しの表示をユーチューブで配信してみたらどうで

すかというこちらの取組なのですけれども、実際、もう千葉県市川市で取り組まれています。

これは市民からも好評で、「最低限のコストでできる限りの便利さを実現している」とか、

「何よりも便利」などの声がＳＮＳでもすごく評価が高く多かったようです。 

  答弁でも手続時間の短縮であったり密集の回避、あとは職員の業務量の平準化など、働き

方にも効果が見られるという理解をしていて、前向きな答弁をしていただきましてありがと

うございます。 

  ぜひユーチューブの配信、モニターの表示の際に、今、市内の事業所の広告だったりが映
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っているかと思うんですね。そこら辺がもしかしたら問題があったりということもあるかと

思いますが、逆にそれを配信するということで、効果としてもその事業所にはあるのかなと、

広く知ってもらえるよい機会になるのかなと思っておりますので、ぜひ調査研究という形で

前向きによろしくお願いします。 

  そして、答弁の中で、年度末であったり休日明け、特定の時期、曜日、時間帯に来庁者が

集中して混雑する状況があるということで、現状、それを把握しているということでしたの

で、例えば、テーマパークであったり、ホテルとかで使われている取組として、この日、予

測される日であったり時期を、事前にホームページなどカレンダーで混雑表記であったり、

そういうことを表示していただければ、申請や手続に来られる市民にとっては、混雑を避け

るためにそのカレンダーをホームページとかに映してもらえれば、見れば、この日は混んで

る予測だから別の日にしようかと、そういった形で非常に便利ではないかなと思います。市

民感覚で利便性の向上につながると思いますので、よろしくお願いします。 

  コストをかけて立派なものができるのは当たり前ですが、コストをかけずに市民のために

なるようなものは積極的に進めていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いしま

す。 

  次に、２、公園整備、こちらはまちづくり推進部長にお伺いしましたが、ご答弁いただき

ましてありがとうございます。 

  三郷市としてのプレイパーク、公園において遊具などにとらわれずに手助けするプレイリ

ーダーの下、子どもたちの発想力を尊重して自由に遊べる場所ということで認識していると。

そして、子どもの居場所というところに位置づけているということだったと思います。 

  ただ、まだプレイリーダーの発掘であったり育成というものがそういった段階ですので、

現在もセミナーを開いたりやられているかと思いますが、定期的に継続して開催していただ

きまして、周知を広げて、より参加人数を増やし、三郷市でそういったリーダーを発掘して

いただければなと思います。 

  埼玉県内でも、近隣の越谷市であったり、三郷市と人口規模であったり立地も似ている朝

霞市では、積極的にプレイパークが取り組まれていまして、この朝霞市では、委託事業とし

てプレイパークを開催している「ＮＰＯ法人あさかプレーパークの会」では、移動式のプレ

イパークというものをやっているんですね。遊びを運ぶ「プレーパークキャラバン」という

ような名前で、いつもの公園を楽しくする道具を乗せて、キャラバン、いわゆるそういった

車が向かうと。それなので、移動式のこういったプレイパークというような取組もあります
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ので、まだ三郷市は今後プレイリーダーの発掘であったり、準備段階に近い状態なので、こ

ういったものも参考になるかと思いますので、ぜひ子どもたちの笑顔があふれる姿を見れる

ように取り組んでいただきたいなと思います。 

  また、このプレイパークというのは居場所づくりの一環ということですけれども、子ども

だけではなく、地域とのつながりであったり自然との触れ合い、楽しむことも魅力の１つだ

と思います。 

  また、参加したい子どもたちの中には、保護者などと一緒に車で行けるかたもいたり、自

転車で行けるかた、徒歩など、様々な環境があると思いますので、市内の公園で開催の際は、

地域であったり、バランスよく開催できるような形で進めていっていただければなと思いま

す。 

  例えば、月に１回は必ず市内の公園のどこかで開催しているよと、そういったような認識

も必要ですし、常設して開催している公園があるとか、緑の基本計画を見ても、今後、公園

が増える可能性もあるでしょうから、その際にはプレイパークに適した公園の整備なんてい

うのも特色の１つかなと思いますので、考えてみていただければなと思います。 

  また、プレイパークについては、これから伸びしろのある取組の１つだと思います。関係

部署と連携して、子どもたちの笑顔あふれる外での居場所づくりを進めていっていただける

ようにお願いいたします。 

  また、今後もこのテーマを追いかけて質問させていただければなと思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  最後に、環境問題、ロードキル等を含め動物死体処理事業について、市民経済部長にお伺

いしました。 

  ロードキルという言葉であったり動物死体と、ちょっと奇抜な言葉が並んでおりますが、

これも実際皆さんからいただいた税金でしている事業の１つなのでご了承ください。 

  死体処理事業、こちら年々三郷市のボランティアをやられているかたであったり、動物愛

護の活動をされている団体などのかたが、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を行ってきた

ことによって、この飼い主のいない猫は増えることなく減少していると。もちろん子猫が生

まれるということも大分昔よりは減ってきました。 

  答弁でもあったように、この取組により飼い主のいない猫、回収されている数は５年間で

約６割も激減すると。ほかの動物の数はそんなに減少はしていないのです。やはりこういっ

た取組があるからということで、しっかりとこうやって数字に出ております。 
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  ボランティアの方々は自分の時間を削ったり、費用も負担して、また、苦情を言ってくる

かたと話し合いをして、丁寧に動物を守るためにそういうような活動をされているかたも本

当に多くいます。実際、費用も仕事をしながら自分たちがそれを工面したりというかたがほ

とんどです。飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を行うこのＴＮＲ活動、こういったものも

ぜひ推進していただけるようにお願いします。 

  その活動のおかげで処理数が軽減されたり、担当課への野良猫の苦情、こちらも軽減され

ていると思います。そこら辺をお伺いいたします。 

  ボランティアのこういったＴＮＲ活動、いわゆる野良猫に不妊・去勢手術をして今後増や

していかないというような活動なんですけれども、市内で大々的にやっている「みさと動物

愛護クラブ」のほうでは、年間で300～500頭くらい野良猫の不妊・去勢手術をやっておりま

す。 

  実際、そんなに猫がいるのかなと思うかたもいるかと思うのですけれども、これを何年も

続けているんですね。だから、多分実際に三郷市でも何千頭という数が不妊・去勢手術を行

って、それで野良猫の数が減っているという、こういった活動、ボランティアの力だけでは

なく、行政のほうも「さくらねこ無料不妊手術事業（行政枠）」というものも取っていただ

きましたので、しっかりと協働して前に進めていっていただきたいと思います。 

  ちょっと脱線しそうなので戻しますが、三郷市では、先ほど言ったように公益財団法人ど

うぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業（行政枠）」に参加しまして、ボランティアの

協力の下、野良猫に不妊・去勢手術を行って、その手術をした印として耳先をカットしてい

ます。 

  この事業によって、外見で不妊去勢手術をしている猫なのかどうなのかというのが判断で

きるようになりました。死体回収時に、この耳先をカットしたさくらねこが回収されている

こともあるかと思います。野良猫ですので。 

  ですから、さくらねこ無料不妊手術事業を行っているわけですから、事業の検証の１つと

しても、ここで委託事業者のほうにチェックして報告してもらうことも必要だと思いますが、

どのようにお考えでしょうか。 

  また、マイクロチップリーダーの必要性というものもちょっとお伝えさせていただきたい

のですけれども、令和４年６月から動物愛護法の改正によってマイクロチップの義務化がさ

れました。いわゆる犬や猫、動物にマイクロチップを埋め込んで、飼い主の所在が分かるよ

うにというような形のマイクロチップというものがありました。 
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  三郷市では、このマイクロチップが装着されている犬に関しては、犬の鑑札が不要になる

と聞いております。不要になるということは、マイクロチップは体内に埋め込まれるために、

見た目ではついているかどうか判断ができないということで、鑑札の有無だけでは飼い主が

いる犬なのかどうか判断ができなくなったということがあります。 

  もし、外で亡くなった犬がいまして、委託業者が回収時にマイクロチップを読み取るリー

ダーでチェックをして確認しなければ、もしかしたら飼い主がいる犬を勝手に処理するとい

うようなことにもなりかねないかなと思います。チェックをして飼い主が分かれば、亡きが

らであっても家族のもとに帰ることができれば、その命も家族のほうも報われるのではない

のかなと思っております。 

  今後、ペットにマイクロチップの義務化がさらに進んでいくかと思います。マイクロチッ

プリーダーでのチェックという業務を委託業者させることは必要だと思いますが、どうお考

えでしょうか。 

  実際、マイクロチップのリーダーとはこういったもの、これがマイクロチップのリーダー

なのですけれども、このボタンを押して、頭の後ろの首の部分に大体マイクロチップが入っ

ていますので、そこをスキャンする。そうすると、ここにその番号が表示されるというよう

なものなんですね。 

  実際、これは5,000円程度です。高いものでしたら、数万円とあるのですけれども、実際

これでもうちの猫は読み取ることができました。そんなに高いものではありませんので、ぜ

ひマイクロチップリーダーが１つあれば、簡単にこうやって、実際、野良犬、野良猫だった

ら読み取ることができないので、いないなというのが分かります。こういったもの、手軽に

手に入れることができますので、ぜひお願いしたいなと思います。 

  また、近隣の八潮市と川口市では、死体回収時には写真を撮って画像を残しているんです

ね。こういった取組もあります。そのようなことから、現在の委託業者に対して、マイクロ

チップリーダーの確認であったり、耳カットの有無、また画像、こういった確認事項の追加

が必要なのではないかなと思います。 

  最後に、市として、飼い主の責任でもあります迷子札の装着であったり、まずは脱走させ

ない、離さない、こういった取組をしっかり周知して、人と動物が共生できる環境づくりを

していただきますようにお願いします。 

  ロードキル等を含め、動物死体処理事業について再質問で市民経済部長にお伺いいたしま

して、終わりにします。 
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○議長（武居弘治議員） 佐々木修議員の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） 佐々木議員の再度の質問にお答えいたします。 

  初めに、不妊手術のボランティア活動についてでございますが、猫の死体処理数や市民か

ら寄せられる苦情については、年々減少傾向にあることから、活動の成果が現れているもの

と考えております。 

  次に、動物死体回収時の不妊手術痕の有無や、またマイクロチップの確認についてでござ

いますが、ボランティア活動の成果の検証や飼い主の特定に有効な手段であると認識してお

ります。 

  今後、先進事例の情報収集や研究を進め、専門業者へのヒアリングなどを実施しながら、

本業務の改善に取り組むとともに、引き続き市民の心情に配慮しながら、人と動物とが共生

することのできる地域社会づくりを進め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） 以上で佐々木修議員の質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５０分 

 

再開 午後 ２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。 

 

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

 

◇ 宇 治 由紀子 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第５、４番、宇治由紀子議員。 

〔４番 宇治由紀子議員 登壇〕 

○４番（宇治由紀子議員） それでは通告に従いまして、順次質問をいたします。 

  １、農業と食、１、食の自給力について。 
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  今、世界的に食料価格の高騰が起きていますが、いずれ深刻な食料不足が起きるのではな

いかと危惧されています。 

  日本の食の自給率は、カロリーベースで37％と言われていますが、種や肥料の海外依存を

加味しますと、１割以下と言われています。 

  東京大学大学院の鈴木宣弘教授の書かれた本「世界で最初に飢えるのは日本」、そういっ

た衝撃的なタイトルの本がございますが、その中で鈴木教授は、最悪の事態を想定すると、

日本人の６割が餓死すると解説されています。そのような事態は来ないことを望むのですが、

いずれにしても、日本の食の自給率ではない自給する力、自給力が危機的な状況であるとい

うことです。 

  例えば、鶏肉、空揚げとか、大体私たちは国産の鶏肉を食べていますが、その鶏の餌は基

本ほとんどが輸入です。そして、餌だけでなく、ひなも輸入です。また、国産として食べて

いる野菜や穀類、しかしその多くの種、そして肥料、農薬がほとんど輸入、そういった状況

で、輸入が滞ると、本当にアウトな現状になってしまうというところです。 

  本来、ミサイルなどの国防費よりも以前に、食が重要ですが、食を絶たれたら戦いになり

ません。戦力以前に兵糧攻めにされてしまう、そんな状況にあるということです。 

  この重要な食の自給力を低下させる政策がこれまで行われてきました。今も、そして進行

しています。減反政策はもとより、酪農では、最近私は知ったのですが、乳牛を減らすと補

助金が出るそうです。増やすための補助金ではなく、減らすことの補助金だそうです。乳製

品が不足したら輸入してくださいということだそうです。 

  そして、さらに、何と守るべき漁業にも外資の参入が可能になる法改正が進められている

といいます。つまり、国の政策が日本の地域や農業や漁業を衰退させる方向に向かっている

ということです。 

  これは国に改めてもらわなければいけないのですが、待っている時間はありません。やは

りこれは地域の努力で自給力を少しでも上げていくことが重要だと考えます。 

  そして、埼玉県のデータを見ますと、このおよそ50年、半世紀の間に人口が約1.5倍に増

加していますが、その逆に田んぼは半分程度に減少しています。 

  そこで、三郷市の現状を確認したく、市民経済部長に質問いたします。 

  ア、市の米の生産について。農家の件数、水田の面積それぞれの推移を。 

  イ、遊休農地について。面積及びその推移が分かれば教えてください。 

  ウ、三郷市の農業と現状と問題について。 



【速報版】校正前原稿のため正式な会議録ではありません 

 

－47－ 

  市では、この農業の問題につきましては、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構

想として、現況と課題、目標を明確化しています。東京に隣接した環境であることとともに、

高齢化、人材不足が最大の課題と見てとれます。若手の人材育成・確保について、年に３名

と具体的に目標が定められていました。現在どのようか、その他、本問題における主な対策

や取組について回答をお願いいたします。 

  そして、続くエとして、子どもたちの給食の自給力も気になるところです。学校給食にお

ける地元食材の活用状況を学校教育部長にお伺いいたします。 

  次に、２番目の健康問題についてです。 

  ２の１、新型コロナウイルスワクチン接種事業について伺います。 

  国の方針に従い、三郷市においても、生後６か月から５歳未満の乳幼児に対する新型コロ

ナウイルスワクチン接種事業がスタートしています。以下の回答を求めます。 

  初めに、ア、接種後の状況について。 

  現在、日本全国で接種後の副反応の多さが深刻となってきています。そこで、以下のデー

タについて、認識をすり合わせたく回答をお願いいたします。 

  日本全体における接種後死亡者数と重篤な副反応の数、それから昨年2021年及び今年2022

年の日本全体の死亡数の増加について、これ、今大変話題になっておりますが、メディアは

報じていませんので、ここで認識を確認させていただきます。そして、それが三郷市におい

てはどのような動向か。 

  それから、予防接種健康被害救済制度、これ全国での申請数と認可数、三郷市からの申請

があれば、その数と概要を教えてください。 

  次に、イ、市内の乳幼児および若年層の接種について伺います。 

  三郷市内の生後６か月から５歳未満の乳幼児の数、及び現時点で１回目を接種した者の数

を、また、三郷市における10歳未満、10代、20代、30代のそれぞれ１回以上の接種を受けた

者の数と割合、以上、スポーツ健康部長に回答をお願いいたします。 

  続いて、３番、１、町会自治会への活動支援について質問いたします。 

  三郷市では、市民活動支援の１つとして、集会所の整備や修繕を市が支援するコミュニテ

ィ施設特別整備事業があります。これは、集会所の増改築とか修繕を対象に補助金が支給さ

れる制度です。これはいつ頃からどのような趣旨で導入されたものでしょうか。また、近年

の実績を市民経済部長にご回答をお願いいたします。 

  以上で１回目の質問を終わります。 
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○議長（武居弘治議員） 宇治由紀子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） 宇治議員の質問に順次お答えいたします。 

  まず初めに、１、農業と食、１、食の自給力について、ア、市の米の生産についてお答え

いたします。 

  本市の農地は、社会経済の発展に伴い都市化が進み、年々減少しているところでございま

す。 

  水田の総面積につきましては、平成12年度は346.4ヘクタールでございましたが、令和２

年度は184.8ヘクタールとなっており、20年間で161.6ヘクタール減少しております。 

  また、販売農家数につきましては、平成12年度は676件でございましたが、令和２年度は

330件となっており、20年間で346件が減少している状況でございます。 

  次に、イ、遊休農地についてお答えいたします。 

  直近３年間の遊休農地面積の推移を申し上げますと、令和元年度は、水田が４万310平方

メートル、畑が１万6,081平方メートルで、合計５万6,391平方メートル、令和２年度は水田

が４万4,907平方メートル、畑が２万6,280平方メートルで、合計７万1,187平方メートル、

令和３年度は、水田が６万9,180平方メートル、畑が7,438平方メートルで、合計７万6,618

平方メートルとなっており、遊休農地面積は年々増加しております。 

  次に、ウ、三郷市の農業の現状と問題についてお答えいたします。 

  本市の農業は、東京に隣接するという立地条件を生かした都市型農業を中心に、新鮮で安

全・安心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。 

  また、農業経営基盤の強化の推進に関する基本的な構想の中に、新たに農業経営を営もう

とする青年などを年間３人確保することを目標としておりますが、今年度につきましては、

就農相談は４件ありましたが、就農件数はゼロ件であり、農地の確保や農業収入などの問題

により、新規就農者の確保が困難な状況でございます。 

  このような状況を踏まえ、市民のかたに農業への関心を持っていただけるよう、播種から

収穫まで体験できる「活き活き農業体験講座」や、親子で収穫体験ができる「農の社会科見

学」などを開催し、農業を身近に感じてもらえる機会を提供しているところでございます。 
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  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よいものとなる

よう、各種施策を進めてまいります。 

  続きまして、３、市民活動、１、市の町会自治会等の活動支援についてお答えいたします。 

  本市では、平成６年度から、市内の町会・自治会等が地域住民の心のふれあいの場、活動

の拠点となる集会所等の施設や身近な生活環境施設の整備等を行う場合、当該団体に対し、

三郷市コミュニティ施設特別整備事業補助金を交付し、地域社会でコミュニティ活動を行う

上での利便性の向上を図っております。 

  補助内容といたしましては、地域コミュニティ活動の拠点となる集会所の新築、建て替え、

増改築、修繕及び空調機の設置のほか、公共下水道処理設備の整備に関する費用を補助する

ものでございます。 

  直近３年間の補助金の交付状況でございますが、令和元年度は10団体、計341万3,000円、

令和２年度は12団体、計637万4,000円、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響で活

用が少なく、２団体に90万円を補助いたしました。 

  ここ最近では、集会所及び集会所に付随する設備の老朽化が進んでいるとの声も地域から

多く寄せられております。引き続き、このような声に対応できるよう、必要な経費の補助を

行うことにより、町会・自治会のコミュニティ活動を支援してまいります。 

  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） 私からは、１、農業と食、１、食の自給率についてのエ、学校

給食における地元食材の活用状況についてにお答えいたします。 

  児童・生徒が地元食材についての理解を深め、食べ物への感謝の気持を培うことを目的と

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おります。 

  令和３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

らは小松菜を小学校61日分、中学校55日分、合計約9.4トン、個人農業者からは長ネギを中

学校19日分、合計約1.3トン、ＪＡさいかつからは、キュウリを中学校３日分、約170キログ

ラムを納品していただき、小松菜蒸しパンや汁物、あえ物等の献立の材料として活用いたし

ました。 

  また、学校給食における米飯につきましては、一括して埼玉県学校給食会から仕入れを行

っておりますが、全て埼玉県産米を使用し、令和４年度においても同様に活用しているとこ
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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地場産野菜への理解

が深まるように、栄養価や名前の由来等について食育指導を行っております。また、毎月各

家庭に配布する献立表や給食だよりでも、地域食材の特集記事を掲載するなど、児童・生徒

や保護者に周知することで、食への関心が高まるよう取り組んでおります。 

  今後も、関係課等と連携を図り、地元農業者の方々のご協力をいただきながら、新鮮で安

全な地元食材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） 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） 宇治議員のご質問の２、健康問題の１、新型コロナウイル

スワクチン接種事業について、順次お答えいたします。 

  新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、予防接種法及び厚生労働大臣指示

に基づき、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防し、死亡者や重症者をできる限

り減らす目的で、令和２年度から実施しているものでございます。 

  初めに、ア、接種後の状況についてでございますが、日本全国の副反応の数と接種後死亡

者数は、令和４年11月11日に開催された厚生労働省の審議会資料及び同省の公表データによ

りますと、日本全国の新型コロナウイルスワクチンの推定接種回数は、令和３年２月17日か

ら令和４年10月９日の期間で、約３億3,000万回となっております。そのうち、重篤な副反

応疑いの報告の数は、製造販売業者の報告数で２万5,892件でした。うち、死亡報告は1,817

件あり、多くは情報不足などにより、ワクチンと死亡との因果関係が評価できないものとさ

れております。 

  一方、同期間における感染者の死亡者数は、感染推定の死亡者も含め、約４万5,500人と

公表されております。日本の全死亡総数につきましては、厚生労働省の人口動態調査により

ますと、令和３年の確定数は143万9,856人で、前年比プラス６万7,101人、令和４年は１月

から９月までの速報では115万7,470人で、前年の同期間と比べますと、プラス８万2,794人

となっております。 

  三郷市の死亡者数は、令和３年度は1,377人で、前年比プラス58人、令和４年度は４月か

ら９月までが769人で、前年の同期間と比べますと、プラス97人でした。 

  また、日本全国の予防接種健康被害救済制度の申請及び認定状況でございますが、令和４
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年11月24日時点における都道府県から厚生労働省への進達受理件数は5,207件で、認定数は

1,228件、死亡認定数の累計は10件です。 

  なお、三郷市の申請数は３件で、アナフィラキシーによるものが１件認定されており、ほ

か２件については、現在申請中でございます。 

  次に、イ、市内の乳幼児および若年層の接種についてでございますが、生後６か月から５

歳未満の対象者は、令和４年11月28日時点で4,942人です。接種は集団接種では実施せず、

小児科診療を実施している医療機関で接種していただくこととし、令和４年11月９日から予

約受付を開始しております。 

  令和４年12月５日時点の接種者は、医療機関への聞き取りによりますと、43人です。令和

４年12月６日時点の１回以上の接種人数と割合は、10歳未満で882人、同年代人口の7.3％、

10代で7,700人、65.5％、20代で9,958人、71.7％、30代で１万3,801人、77％でございます。 

  今後におきましても、現在進めておりますワクチン接種を安全に行うため、医療機関等と

連携し、慎重に実施してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 宇治由紀子議員。 

○４番（宇治由紀子議員） それぞれご丁寧なご答弁、ありがとうございます。 

  それでは再質問をさせていただきます。 

  まず、ちょっと逆になってしまって恐縮ですが、最後に質問いたしました３番目のコミュ

ニティ施設特別整備事業につきまして、三郷市の場合、みさと団地や早稲田団地など、国や

県の計画により大規模開発された地域がございます。 

  これらの地域では、コミュニティとしての活動の場があらかじめ設計されており、いわば

小さなまちづくりがなされていて、分譲エリアでは、集会所のみならず、その他の公共的な

施設や設備、例えば、公園や広場、郵便局やクリニックや商業施設、防災用の調整池や雨水

排水溝などの公共性の高い場所や設備が、住民の自主管理とされているところがあります。

つまり、「コミュニティ施設」イコール「集会所」とは限らない状況です。 

  同じ埼玉県内で、東京に隣接した環境の近い、人口規模も比較的近い新座市を例にします

と、新座市にはみさと団地や早稲田団地と同時期に計画建設がなされた団地がございます。

そして、新座市では、この中で公園や排水溝などの広い公共的な設備はコミュニティ施設支

援事業に含まれており、これらの修繕に対しても市からの補助金の支援がございます。 

  新座市に問い合わせましたところ、当初は集会所だけの支援であったが、団地などのまち
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の現状に合わせて改正されてきたとのことでした。 

  三郷市でも、私有地とされているエリアでも、公園や雨水の排水設備など、公共的な設備

の修繕については、安全性なども鑑みて、新座市の例などを参考に、不公平のないような支

援体制を検討してもよいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。市民経済部長に再

度ご回答をお願いいたします。 

  そして、最初に質問させていただきました１の食の自給力についてですが、やはり半分く

らいに大体減ってきていて、遊休農地は増えているというところで、予測どおりなんですけ

れども、農地の減少と増加が予想どおりで、これまで農業について無関心であった自分自身

を反省するとともに、改めてこの農業への取組の重要性を認識しつつ、そして都市型農業の

難しさ、これを実感するところです。 

  でも、難しい、三郷は仕方がないと諦めてしまっては、三郷の農地はこれからもさらにど

んどん減っていってしまうと思います。これは何となく自然が減って寂しいとか、緑が減っ

てしまったとか、今までそういうイメージで捉えていましたけれども、今後はもうちょっと

真剣に、食料が得られなくなると、地元での食料が減るという切実な問題として捉えるべき

ではないかと思います。よそからもらうということではなく、やはり自分たちで少しは何と

かしようと。 

  それで、お米については政府の備蓄米などの対策がありますけれども、備蓄と在庫でおよ

そ需要の半年分だそうです。だから深刻な食料不足が起きた場合はどうなるのかと、これは

きっとあまりちょっと誰も予測ができないと思いますけれども、ただ、今、世界が非常に不

穏な状況です。戦争の火花がアジアで起きないという保証はありません。せめて子どもたち

の食料くらいは何とか自力で賄えるような体制づくりを少しずつ心がけていってもいいので

はないか、都心に近いまちであっても、そういったことは必要だと考えます。 

  学校給食のお米が埼玉県産ということでしたけれども、これはとてもすばらしいのですが、

そのお米が何となくすごく高騰してしまったとか、取り合いで半分になってしまったみたい

なことになったときに、その状況がまた１年以上続くみたいなときを想定して対策を考えて

おくことがそろそろ必要な時代になってきているように感じます。 

  そこで考えついたのが、これは一案なのですけれども、お芋です。お芋があれば、芋ご飯

で子どもたちはしっかりカロリーと栄養を取ることができます。私は両親が戦争体験者でし

たので、戦争の話をたくさん聞かされてきて、お芋がどんなにすばらしいかということも聞

かされてきたので、すぐにお芋とひらめきました。親の話を聞いているので、決して極端な
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話とは思いません。芋畑を増やすことは、安全保障上も重要な危機管理の１つと考えます。 

  ただし、平常時にお芋ばかりあっても、これは困ることで、やはりここは都市型農業のキ

ーワードである第６次産業、この取組、つまり産業化とブランド化がやはり必要だと。 

  そこでまた考えますと、芋といえばやはりこれは焼酎なんですね。芋焼酎、いやいや、焼

酎は九州に勝てないでしょうと思われるかもしれませんが、今、クラフトビールとかクラフ

トジンとか、手作りの付加価値の高いお酒がとても人気です。量も限定みたいな形で、今、

実はクラフト焼酎というのが、アマゾンで検索しても、まだあまり出てこないのですけれど

も、ちょっとじわじわ来ている感じがあります。 

  ですので、三郷市には既に人気のおいしい日本酒の「におどり」があります。この「にお

どり」に続く「クラフト焼酎におどり」というのを、三郷市のにおどり姉妹の弟分として話

題の１つとして販売すると。そうすると、あるいはホストタウンのギリシャがハーブがとて

も有名ですので、このハーブでちょっとよい香りをつけたりすると非常におしゃれなものに

なると。なので、ギリシャとのコラボレーションも強化できます。おしゃれなネーミングを

つけてもいいかもしれない。 

  そうすると、都市型農業として、この芋がすごく発展の期待が感じられるものになり、い

ざというときは子どもたちの食料になると。これは三郷市の農業のイメージアップになれば、

若い世代がゼロということでしたけれども、若い世代を引き込むことにもつながるのではな

いかとちょっと思いを巡らせました。 

  また、ちょっと別の視点で、近年、都市部では遊休農地を市民農園に活用するのがちょっ

と人気で、増えてきていると思います。いわゆるシェア畑のような形で遊休農地を生かす方

法ですが、三郷市にはまだ市営の市民農園がないと思います。 

  市民農園は、今、全国都市部では増えてきていますけれども、例えば、名古屋市では、市

営の市民農園がたくさんあって、種類も４種類、憩いの農園、コミュニティ農園、市民菜園、

分区園という４種類があり、それぞれ人気で、今、見ましたら、抽選の平均倍率が３倍だそ

うです。 

  また、埼玉県ですと、近隣の割に都市部に近い朝霞市、さっきもちょっと例に出ていまし

たが、朝霞市などはこの市民農園についての情報をホームページで詳しく丁寧に掲示されて

います。費用とか特徴、そして空き状況、ちなみに先日見たときには全部キャンセル待ちで

したけれども、その情報が一目で分かる表が掲載されていて、とてもいい。 

  ですから、三郷市もマンションとかが増えて都会から人が流れてきていますので、ホーム
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ページとかパンフレットなどで、市民農園の取組を少し力を入れてＰＲを活発にしていった

らどうかなと思いました。こうなってくると、農業政策だけの問題だけではなくて、三郷市

全体の問題として、横断的にチーム三郷で取り組む問題ではないかなと思います。 

  そして、例えば、今、三郷市では北部の開発計画がございますけれども、まちづくりの点

でも、例えば、市民農園のような田畑を中心にまちが設計されているとか、庭付き一戸建て

の住宅ではなくて畑付き一戸建ての住宅を売り出すとか、それから教育とかいろいろな問題

と課題もあると思いますけれども、全ての課でこの三郷市の食の自給力を高めるという意識

を共有して取り組んでいくことは非常に有効だと思います。 

  そして、たまたまちょうど来週から組織編成が行われる、昨日、本会議でそれが可決され

て、すばらしく未来に向けた組織編成だと思いました。その新しい体制の中では、この市民

経済部が少し分割されて、より強力になって地域振興部というのができるということで、非

常にここは期待に胸が膨らむ部署なので、この部長は今まだ分からないので答弁は求めませ

んけれども、この新しいプロジェクトを最初の早急の課題として、この地域振興部で取り組

んでいただきたいということをここに強く要望いたします。 

  そして最後に、新型コロナウイルスワクチンについてなんですが、接種されたかたがたく

さんいらっしゃるところで、毎回本当に恐縮なんでございますけれども、部長答弁のとおり、

被害は本当に日に日に増えていて、国は認めないと言っていますが、今、1,900とかいう接

種後死亡者の方々は、ドクターとかが病理解剖して関係があると上げてきているものがほと

んどです。だけど国はそれを認めないと。 

  それから、２万人を超える重篤な副反応、これは本当に下半身不随とか、ベッドで寝たき

りとか、学校に行けないお子さんもいらっしゃいます。食中毒だったら１名の被害が出ただ

けで即刻営業停止、それが何でワクチンだとこんなに被害が出ていても止まらないのでしょ

うか。「母数が多いから」「もう３回も打っているからいい」という声や、「自分は全く副

反応がなかったし、騒ぎ過ぎじゃない」「ある程度は予防接種仕方がないでしょう」という

声も聞こえてきます。 

  しかし、「ワクチン」、「予防接種」という名称に惑わされているのではないか、感覚が

麻痺しているとしか私には思えません。本当の専門家の間で、このｍＲＮＡはワクチンと呼

んではいけないと、そういう声も上がってきておりますし、健康な人、それから健康な子ど

もたちに接種するワクチンは、治療薬よりさらに安全でなければなりません。 

  ちょっともう１回ここを、初心というか、最初に戻って、1,800人以上のかたが亡くなら
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れている、２万5,000人とかの重篤な副反応があるという数を、人ごとではなくて、目の前

に思い描いていただきたい。 

  そして、あと日本の超過死亡数、これがさっき延べ６万人、７万人ですか、５万人だった

か、合わせると延べ10万人を超えているわけです。それで、新型コロナウイルス感染症死亡

が４万5,000人という数字がありましたけれども、これはもう皆様もご存じと思いますが、

交通事故で亡くなっても、その後、ＰＣＲ検査をして新型コロナウイルス感染症陽性で新型

コロナウイルス感染症と数えられてしまっているので、実際の新型コロナウイルス感染症死

は全然少なくて、逆に副反応で報告されていない例がたくさんあります。 

  だから、この10万人の超過死亡というのは、もはや戦争に匹敵する数です。日本の歴史上、

恐らく初。大事件なんですけれども、これをメディアが全く報じません。これもなぜかなと、

ぜひ思いを巡らせていただきたいと思います。 

  三郷市でも、ここに来て実は死亡者が顕著に増えてきています。命を守るための接種と言

われていたので、本来、死亡数は減らなければいけないのに、ひどいときは一月で40人くら

い増えていました。さっきスポーツ健康部長の答弁でも増えていることは見てとれましたけ

れども、担当部署は大変お忙しくて、本当に大変な思いをされていらっしゃると思いますけ

れども、やはりこの結果をしっかり検証していただきたい。本当にワクチンが守っているの

ですかということです。 

  新型コロナウイルスワクチンの危険性を報告する論文が既に1,000以上発表されています。

このｍＲＮＡ製剤は、免疫バランスを崩して、かえって感染を拡大すると言われています。

大変ご多用と思いますけれども、全てでなくてもいいので、そういった情報を収集していた

だいて、三郷市民にとって何が有効かということを実際検討していただきたい。 

  三郷市の乳幼児接種の数が43名ということで少なかったのが私は唯一の救いと今は感じて

おりますが、それでも10代が６割以上、20代が７割以上接種してしまっている、これは生殖

機能に影響を及ぼす可能性があると言われているので、非常に心配な、本当にショックな数

です。 

  自分は今年３月の予算承認のときに、日本のデータだけでなく、世界のデータや情報を参

考にして柔軟な対応をお願いしたいと賛成討論をさせていただきました。若者や乳幼児の接

種は世界ではほとんどの国が推奨していません。禁止している国もあるくらいです。推奨し

ているのは、製薬会社が牛耳っているアメリカとかそういうところだけで、そこも子どもた

ちは実際は受けていません。親がちゃんと守っています。 
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  今回の乳幼児接種については、接種券の一律送付をやめて、ご案内のはがきを出して、打

ちたい人は申し込んでくださいというふうにした自治体が実際200以上あります。200を超え

ました。200の自治体は、全体から約13％程度ですけれども、でも、この200の自治体は、で

き得る対応で気づいて子どもたちを守ったんですね。国の命令には背けないんですけれども、

そういう対抗策で市民を守るという行動、これが非常にこれから必要になってくると思いま

す。 

  サッカーのワールドカップも見られて、世界では本当に新型コロナウイルス感染症は終わ

っていまして、これがもうパンデミックではなく、計画されたプランデミックであったと、

そういった認識になりつつあります。だから、世界では皆怒りとともにマスクを外している

わけですけれども、診断に使えないＰＣＲの検査では、９割が偽陽性なので、それを感染と

メディアが報じて恐怖をあおり、ワクチンへ誘導するという、これは市で言っても、国に止

めてもらわなければいけないのですけれども、そういったメディアに扇動されている状況を、

皆認識して、一部の先生方、専門家の方々が、「一旦ストップして検証しましょう」と声を

上げてくれていますけれども、メディアは報じない、そして止めない政府。さらに打て打て

と、文部科学省が何と学校に若者の接種率を向上させるよう働きかけを通知していると聞い

ています。文書も見ました。これは明らかにおかしい。 

  国の話だから、ここは市議会だからと言われますけれども、市は国の一部ですし、国が止

められないのですから、地域で止めるしかないんですね。地域で変えていくしかない。市民

の権利や健康、そういうのを守る最後のとりでがこの地方自治だと私は考えます。 

  この新型コロナウイルス感染症の問題も、食の自給力も、それから経済の低迷も、そして

いうなれば戦争も、全て実は同じ構図です。この構図の根底は、近代史そのものなんですけ

れども、一番身近なところですと、大東亜戦争の後、今もなお続いている体制によるものな

んです。この歴史認識を持って地方自治をしっかり考えていかないと、日本を守ることはで

きない。今、本当に日本を守るためにはこの地方自治が大事だと感じています。 

  2023年の三郷市の未来のために、ぜひこの点を踏まえた三郷市としての政策のご判断をい

ただくことを、市長並びに執行部の皆様に要望いたします。 

  長くなって申し訳ございません。市民経済部長にさきのご回答をお願いして、質問を終わ

ります。 

○議長（武居弘治議員） 宇治由紀子議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  小暮勲市民経済部長。 
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〔小暮 勲市民経済部長 登壇〕 

○市民経済部長（小暮 勲） 宇治議員の再度の質問にお答えいたします。 

  先ほど三郷市コミュニティ施設特別整備事業補助金についての質問かと思います。 

  議員からご提案がありましたみさと団地、それからさつき平地域などの大規模に開発され

たエリアにつきましてでございますが、私有地を一団の敷地として認定をしているといった

ことで、整備や修繕等の必要性が生じた場合、本来は地域住民の皆様の話し合いでその費用

負担等の課題が解決されるものと認識しているところでございます。 

  ただ、このようなエリア内でも地域住民のみならず、不特定多数のかたに利用されている

公共性の高いエリアというところもございますので、議員からのお示しのあった新座市の事

例など、先進自治体の事例を参考にするなどして研究し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） 以上で宇治由紀子議員の質問を終わります。 

 

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

 

◎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 午後 ２時４５分 


