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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11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。 

  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。 

 

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

 

◇ 柳 瀬 勝 彦 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第６、14番、柳瀬勝彦議員。 

〔１４番 柳瀬勝彦議員 登壇〕 

○１４番（柳瀬勝彦議員） おはようございます。議長より発言のお許しをいただきましたの

で、通告書に基づきまして、ただいまより一般質問を順次始めさせていただきます。 

  冒頭に、コロナウイルス感染者は第８波に入り、コロナウイルス予防の接種対応やインフ
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ルエンザ対応で、行政の皆さん、医療の最前線で頑張っていただいている方々に感謝申し上

げます。 

  それでは、質問に入らさせていただきます。 

  今回は指定管理について、学校教育について、投票率についての質問をさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、三郷市では多くの指定管理者制度を採用しておりますが、今回はスポーツ施

設について伺います。 

  業務委託から指定管理者制度を採用することにより、管理運営について多くの裁量権が与

えられているため、その内容を提案書で競います。業務の範囲は、業務委託の場合、維持管

理業務だけ、受付業務だけなど、委託された範囲に限定されますが、指定管理者制度の場合、

施設の管理運営を包括的に任されます。 

  地方自治法が改正され、指定管理者制度が制定されるまでは、市の公の施設の管理は市が

直接行うほか、管理委託制度に基づき、市の出資法人、公共団体及び公共的団体だけにしか

委託できませんでした。 

  平成15年６月の地方自治法の改正により、管理委託制度が廃止され、指定管理者制度が創

立されました。 

  指定管理者制度を導入することにより、市の出資法人等のほか、民間事業者やＮＰＯ法人

などの団体も公の施設の管理を代行することが可能となり、サービスの向上と経費の縮減が

期待できます。 

  公益財団法人三郷市文化振興公社は、昭和59年４月に財団法人三郷市文化振興公社として

設立され、市民の文化、芸術及びスポーツの振興を図るとともに、施設の活性化と効率的利

用を促進し、市民福祉の増進とコミュニティ活動の振興に寄与することを目的として、様々

な事業を実施してまいりました。 

  平成25年４月からは公益財団法人三郷市文化振興公社となり、公益的使命を果たすべく、

公正かつ誠実な運営と公益目的事業に取り組んでおります。市民の皆様の文化、スポーツ、

コミュニティ拠点として、いつでも、誰でも、気軽に利用ができ、地域からも親しまれる施

設づくりに努めていますとのことです。 

  今回は、三郷市文化振興公社が管理しているスポーツ施設の陸上競技場、スカイパーク、

総合体育館の３つの施設に対して伺います。 

  まず、指定管理者制度を導入する前の３施設の市としての歳出の合計と歳入額の推移につ
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いてお答えください。指定管理者制度を導入して、三郷市文化振興公社に３つを任せるよう

にする前と、した後の収支について推移をお答えください。 

  令和３年度の決算を見ますと、陸上競技場の歳入の合計は1,126万円、指定管理料の歳出

は5,580万円、収支はマイナス4,455万円です。スカイパークの歳入の合計は247万円、指定

管理料の歳出の合計は3,597万円で、収支はマイナス3,349万円です。総合体育館の歳入の合

計は1,619万円、指定管理料の歳出の合計は3,120万円で、収支はマイナス1,493万円となり

ます。 

  ３施設の収支の合計は、マイナス9,296万円の赤字でございます。令和元年と２年の３施

設の収支の推移をお示しください。 

  指定管理者制度を導入した文化会館、総合体育館など、全21施設に対して、公の施設の適

正な管理運営が行われ、市民サービスが提供されているかどうか、日常的、継続的に点検評

価を行うモニタリングを実施しております。 

  なお、評点合計が70点以上の施設は管理運営が良好であるとしております。 

  指定管理者制度導入施設のモニタリング結果を見ますと、陸上競技場76点、スカイパーク

76点、総合体育館77点となっています。評価項目の５番目には、「施設の管理費用の縮減が

図られているか」、６番目には「施設の管理運営を安定して行う人員、資産その他の経営規

模及び能力を有しているか」という項目がありますが、３施設の経営状態をどのように捉え

て合格点を与えているか伺います。 

  次に、２番目は、学校教育のいじめ不登校問題について伺います。 

  10月27日の毎日新聞の記事に、「不登校、いじめとも過去最多 コロナ影響か 文科省、

21年度調査」という見出しに目が止まりました。 

  文部科学省は、全国の学校を対象に2021年度実施した「問題行動・不登校調査」の結果を

公表いたしました。 

  病気や経済的理由などとは異なる要因で30日以上登校せず「不登校」と判断された小・中

学生は24万4,940人、小・中・高校と特別支援学校のいじめ認知件数は61万5,351件で、とも

に過去最多でした。文部科学省は、新型コロナウイルス禍による行動制限などで、人間関係

や生活環境が変化したことが影響したと見ており、「心のケアを中心とした早期の対策が必

要だ」としています。不登校と判断された小・中学校の児童数は９年連続で増えています。

今回の増え幅は特に顕著で、過去最多だった前年度から24.9％増加しました。 

  一方、高校の不登校は18.4％の５万985人でしたが、過去10年で見ると、ほぼ横ばいで推
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移しています。 

  小・中学校の不登校の主な要因で最多なのが、「無気力、不安」49.7％で、「生活のリズ

ムの乱れ、遊び、非行」11.7％、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」9.7％が続いてい

ます。小・中学校で1,000人当たりの不登校の児童・生徒の平均は、25.7人となっています

が、三郷市の現状はいかがでしょうか。 

  早期対応に力を入れるかどうかなど、自治体ごとの対策が反映されている可能性があると

分析をしております。 

  新型コロナウイルスの感染回避を理由に登校を控えた小・中学生は、前年度の３倍となる

５万9,316人でした。いじめの認知件数は、小学校で18.9％増の50万562人、中学校で21％増

の９万7,937人でした。全国の一斉休校が明けて、部活動や学校行事の活動が再開され、子

ども同士の交流の機会が増えたことなどが要因と見ています。 

  態様別では、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が57.8％と

最も多く、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする」22.9％、

「仲間外れや集団による無視をされる」12％と続いています。「パソコンや携帯電話等で誹

謗中傷や嫌なことをされる」は全体で２万1,900件、3.6％となり、過去最多を更新していま

す。 

  いじめの重大事案の発生件数も前年度から191件増え、705件となりました。暴力行為の発

生件数は、小・中・高校で15.5％増えて７万6,441件、高校で横ばいの一方、小・中学校で

の増加幅が大きく、小学校17.2％増の４万8,138人、中学校では14.8％増の２万4,450人、ま

た、自殺者は小・中・高校で368人となり、過去最多の前年度から47人減りました。 

  コロナ禍における不登校、いじめ問題対策について教育長に伺います。 

  また、いじめ、不登校とは別に、病気や経済的理由などによる長期欠席者数や、感染回避

を理由に登校を控えた生徒などの現状について、学校教育部長に伺います。 

  次に、３番目は、投票率について伺います。 

  11月９日のネット記事で、「つくば市、ネットで模擬投票 2024年市長選挙導入へ実証実

験」という記事を読みました。茨城県のつくば市はマイナンバーカードを利用し、インター

ネット上で候補に見立てたキャラクターを選ぶ模擬住民投票を行っています。 

  つくば市は、2024年の市長、市議会選挙でネット投票の導入を目指しており、実証実験の

一環として、今回は16歳以上のうち１万4,000人を対象に行いました。 

  市は、事前に１人１つの投票用番号が記載されたはがきを投票者に郵送し、投票者はスマ
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ートフォンを使い、その番号とマイナンバーカードで本人確認をします。認証が完了すると、

市政情報を配信しているアプリが起動し、投票用画面が開きます。今回は、市やつくばエク

スプレスなどに属する４つのゆるキャラが公約をそれぞれ上げており、気に入った候補を選

ぶことを実験します。 

  日本の選挙の投票は、原則として紙の投票用紙によって行われています。海外の有権者も

在外投票という制度を使って、大使館や領事館に行って紙で投票していますが、国内で投票

するよりも手続が複雑で、投票用紙を日本にまで運んで開票する必要があるので、投票の締

切りは国内の投票日よりも早く設定されています。こうしたことから、在外投票の投票率は

非常に低い状態が続いております。 

  そこで、投票環境を向上させる方法について、総務省の研究会で在外投票の利便性を向上

させるための検討が行われました。その報告書が2018年の８月に公表されましたが、対応す

べき課題を解決すれば、在外投票にインターネット投票を実現することは可能であるという

結論になっています。 

  今後、インターネット投票が導入されることが現実的になってきたわけです。事例で有名

なのはエストニアです。初めてインターネット投票が実施された2005年の時点では、投票総

数に占めるインターネット投票の利用率は1.9％に過ぎませんでした。その後、だんだんと

利用率が上がってきて、2017年の選挙では30％以上になりました。 

  紙に記入するのではなく、電子投票を早く導入してほしいという声はよく聞かれますが、

電子投票という制度自体は既にあります。地方公共団体が条例で定めた場合は、その長や議

員の選挙で電磁的記録式投票機、電子投票機を使うことができます。 

  ただし、これは投票所まで行った人がパソコンやタブレットを使って投票するもので、投

票所に行かずにオンラインで投票するインターネット投票とは異なります。インターネット

で投票する。かなり以前からアイデアはあるのですが、なかなか実現しないことの１つです。 

  実現すれば、自治体にとっては頭の痛い開票作業から開放され、国民は選挙の結果をいち

早く知ることができるようになり、私たちメディアも当確速報という難しい報道と向き合わ

なくても済むことになるかもしれませんという記事でした。ただ、クリアすべきハードルが

多く、困難と思われてきたのが実情です。 

  でも、そんな中で我が国が有識者による研究会を設置したのです。ネット投票に関する議

論の前に、2013年には公職選挙法が改正されて、インターネットを通じた選挙活動が可能に

なったが、さらに2017年には「投票環境の向上方策等に関する研究会」が総務省内に立ち上
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げられ、「インターネット投票に関する技術検討ワーキンググループ」で検討されています。 

  当時はまだマイナンバーカードが普及しておらず、顔認証技術など個人認証に関する技術

も未成熟でした。現時点でまとめ直せば、また別の形になるでしょうが、この際、技術的な

問題はほぼ解決していると言われております。 

  今年の市長選挙においても30.3％という投票率でした。７割のかたが無関心というわけで

はございません。投票所までの移動手段が難しいという声も多く聞かれました。高齢化が進

む中、投票所に行かないと投票できないことに工夫が必要と考えます。 

  30％の投票率では、民意が反映されたと胸を張って言えないかもしれません。選挙管理委

員会としても創意工夫が必要と考えますが、インターネット投票について選挙管理委員会事

務局長に伺います。 

  以上で１問目を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 柳瀬勝彦議員の質問に対する答弁を求めます。 

  益子敏幸スポーツ健康部長。 

〔益子敏幸スポーツ健康部長 登壇〕 

○スポーツ健康部長（益子敏幸） 柳瀬議員の１、指定管理についてのご質問にお答えいたし

ます。 

  １、指定管理者制度導入スポーツ施設についてでございますが、三郷市総合体育館、三郷

市陸上競技場公園、三郷スカイパークの３施設につきましては、令和３年４月から令和８年

３月末までを期間とし、指定管理者である公益財団法人三郷市文化振興公社に一括して運営

管理を委託しております。 

  議員ご質問の指定管理者制度を一括して導入する前の令和元年度及び令和２年度の３施設

を合わせた歳入の推移でございますが、100円単位以下を切り捨てさせていただいた金額を

申し上げますと、令和元年度3,465万3,000円、令和２年度2,233万6,000円となり、令和２年

度は新型コロナウイルス感染症対策として、施設の利用中止や活動自粛の影響により、大幅

に歳入が減少いたしました。 

  歳出の推移につきましては、令和元年度１億5,534万2,000円、令和２年度１億4,116万

9,000円でございます。 

  次に、令和元年度及び令和２年度の各施設の収支の推移についてでございますが、いずれ

も歳出から歳入を差し引いた額で申し上げますと、総合体育館、令和元年度1,026万9,000円、

令和２年度2,156万6,000円、陸上競技場、令和元年度8,567万1,000円、令和２年度6,604万
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6,000円、スカイパーク、令和元年度2,474万8,000円、令和２年度3,121万9,000円でござい

ます。 

  次に、指定管理者制度導入前と導入後の３施設合計の収支の推移でございますが、いずれ

も歳出から歳入を差し引いた額は、令和元年度１億2,068万9,000円、令和２年度１億1,883

万3,000円、令和３年度9,588万3,000円でございます。 

  次に、３施設の経営状況をどのように捉えて合格点を与えているのかでございますが、指

定管理者制度を導入した施設に対しましては、モニタリングを実施し、半期及び年度評価を

行っております。 

  令和３年度の評価では、必要に応じて迅速に用具や設備の修繕などを行い、利用環境の改

善を図ることができた点や、３施設を一括して管理することで、例えば、総合体育館の利用

者が陸上競技場やスカイパークで開催する事業への参加意欲が高まるよう、内容を工夫し、

施設のＰＲをするなど、利用促進を図った点、業務委託やリース契約等の見直しを行い、経

費の縮減を図った点、総合体育館職員が３施設の兼務を担うことで、イベントの準備や運営

に係る業務効率の向上が図られた点、そのほか土曜日、休日にスカイパークの予約受付が総

合体育館でできるようになるなど、利用者の利便性の向上につながっている点を評価し、管

理運営は良好としたものでございます。 

  今後も引き続き、指定管理者と適宜、情報共有を図り、協議を重ね、適正な予算の執行と

管理運営により、市民サービスの向上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） 大塚正樹教育長。 

〔大塚正樹教育長 登壇〕 

○教育長（大塚正樹） 柳瀬議員のご質問にお答えいたします。 

  私からは、２、学校教育について、１、いじめ不登校問題について総論を述べ、詳細につ

いては担当部長をして答弁いたさせます。 

  全ての児童・生徒が、将来に向け、夢や希望を抱いて挑戦を続けるために、いじめ不登校

の問題は、本市におきましても喫緊の課題と捉えております。 

  近年のコロナ禍による生活様式の変化などにより、多くの児童・生徒がストレスを抱えて

いる現状を認識しなければならないと考えております。 

  教育委員会といたしましては、いじめ不登校問題解決の第一歩として、児童・生徒の小さ

な変化を見逃さないよう、児童・生徒が身近にいる信頼できる大人にＳＯＳを出せるように
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すること、身近にいる大人がそれを受け止め、支援ができるようにすることなど、様々な取

組を学校や関係機関等と連携を図りながら進めているところでございます。 

  また、「三郷の教育 夢への挑戦」を示し、読書活動の推進や英語教育、ＩＣＴの充実、

各学校の特色を生かした教育活動に積極的に取り組み、児童・生徒の自信や夢にもつながる

挑戦を支援しております。 

  今後も、不安や悩みを抱える児童・生徒に寄り添うとともに、夢を育む教育を推進し、児

童・生徒一人ひとりの自己存在感と自己有用感を高め、いじめ不登校対策に努めてまいりま

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、２、学校教育についての１、いじめ不登校問題につ

いてにお答えいたします。 

  本市におけるいじめの認知件数、不登校者数は、国の傾向と同様に増加傾向にございます。

本市のいじめの要因は、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が

最も多く、「パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる」も増加しております。 

  新型コロナウイルス感染症に起因するいじめにつきましては、報告事案はないものの、注

視しているところでございます。 

  また、本市の不登校の要因は、「無気力、不安」が最も多く、次いで「学業不振」となっ

ております。 

  コロナ禍により制限を余儀なくされ、大人だけではなく、児童・生徒も大きな不安やスト

レスを抱えているものと認識しております。学校が児童・生徒にとって安心できる居場所と

なることがいじめ不登校問題の未然防止につながります。 

  そこで、学校では授業や行事の中で人との関わりを意図的に増やすとともに、児童会、生

徒会が中心になって取り組むいじめ撲滅宣言やあいさつ運動などを通して、集団の一員とし

ての役割を果たすよう努めているところでございます。 

  早期発見・早期対応につきましては、「ＳＯＳの出し方に関する教育」を教育計画に位置

づけ、指導しております。また、不安を抱える児童・生徒やその保護者に寄り添い、担任や

管理職による電話連絡や家庭訪問、面談等、組織的に対応し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、「三郷の教育 夢への挑戦」チャレンジ３や各学校の特色
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を生かしたコンクールへの挑戦等、多くの児童・生徒の活躍の場を増やす工夫をしておりま

す。 

  今後も児童・生徒が様々なチャレンジを通して、夢や希望を抱いて、学校生活をよりよく

していこうとする意識を高めるために、学校や関係機関と連携を密にしまして、いじめ不登

校の未然防止、早期発見、早期対応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） 石井富貴和選挙管理委員会事務局長。 

〔石井富貴和選挙管理委員会事務局長 登壇〕 

○選挙管理委員会事務局長（石井富貴和） ３、投票率について、１、インターネット投票に

つきましてお答えいたします。 

  なお、今回の答弁では、恐れ入りますが、その「インターネット投票」を「ネット投票」

と簡略化して呼ばせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  さて、今ほど議員からは、ネット投票におけるつくば市の実証実験の話、在外投票の方向

性の話、それから北欧のエストニアの話がございました。 

  なお、ネット投票のメリットでございますが、こちらも議員からお話がございましたが、

天候とか、本人のご都合などにとらわれずに、気軽に、どこででも投票が可能となる。ネッ

ト投票分の開票がさほど時間をかけずにできる、ネット投票がある程度進めば、投票所の削

減や開票時間の短縮、その他により経費の削減が可能となることなどが挙げられると考えて

ございます。 

  他方、デメリットでございますが、本人確認をどのように行うのか、投票の秘密保持の問

題や第三者が投票するおそれがないのかなどのセキュリティの問題、システム導入・運用の

際に、今の経費に加えて、別途一定の経費がかかる、ネット環境がないかたへの対応、シス

テムダウンの場合への対応などが考えられると思います。 

  いろいろ申し上げましたが、セキュリティなどの問題がクリアされ、将来、もしネット投

票が日本でも実施されれば、ネット弱者への対応は別途考慮すべきではありますが、どう考

えてもデメリットはほとんど考えられず、メリットしかないものと考えております。 

  ただ、ネット投票を実際に行う場合は、公職選挙法などの改正が必要になると見込まれる

ため、現段階では、国の動向・議論の方向性を見守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） 柳瀬勝彦議員。 
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○１４番（柳瀬勝彦議員） それぞれご答弁ありがとうございました。それでは第２質問をさ

せていただきます。 

  指定管理について再質問をいたします。 

  今回の議案資料の中に、令和５年度の予算編成方針が示されております。最後の部分に、

「各部局においては、これまで以上に厳しい事業の選択と集中を徹底して行った上で予算配

分されることを念頭に予算要求をすることとする」と明記してあります。 

  令和５年度の指定管理の発注に当たり、収支改善についてどのような指示を行う予定か、

お答えください。また、どれくらいの収支金額改善を目標とされているかも、併せてご回答

をお願いいたします。 

  次に、学校教育について再質問をいたします。 

  今回の議案資料の中に、「教育委員会の事務に関する点検評価報告書」があり、事務事業

評価に関する懇話会委員のコメントの中で、「教育相談運営事業について、不登校の子ども

を減らしていくのは難しいことです。不登校の子どもが出現するのは学校側だけの責任では

ないため、複雑化する社会情勢の中で、学校や家庭、地域がそれぞれどのような役割を果た

していくべきかを含め、対応策を検討していただきたい」とありました。 

  また、いじめについても、どんなに対策をしてもなくなりません。解決策の１つとして、

令和元年６月の一般質問で提案させていただき、令和３年度から小・中学校各１校ずつ導入

していただいたコミュニティ・スクールを増やして、地域の方々と連携した学校運営をする

ことや、インクルーシブ教育の実践により、生徒や教職員の考え方や人との接し方を学ぶ必

要があると考えますが、学校教育部長にお考えを伺います。 

  投票率について再質問をいたします。 

  三郷市は、埼玉県の中では特に投票率が低いと言われております。現状で三郷市が行って

いる投票率向上に向けた対策について伺います。 

  最後に、障がいのあるなしにかかわらず、年齢、性別、国籍に関係なく、社会的養護が必

要な子どもたちや、より多くの人たちが、「生活するなら三郷市で」と思っていただけるよ

う、具体的な施策を調査研究していただいて、市民の命と健康を守り、元気に暮らせ、誰一

人取り残さないインクルーシブな三郷市にしていきたいと思います。 

  新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ対応で忙しい中、一般質問の対応をしていた

だいた関係各所の方々にお礼を申し上げます。今回の一般質問につきましては、各課の方々

にご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 
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  以上で２問目の質問を終了いたします。 

○議長（武居弘治議員） 柳瀬勝彦議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  益子敏幸スポーツ健康部長。 

〔益子敏幸スポーツ健康部長 登壇〕 

○スポーツ健康部長（益子敏幸） 柳瀬議員の再度の質問にお答えいたします。 

  令和５年度の指定管理の発注に当たりまして、収支の改善についての指示をどのように行

っているのか、また、収支の金額ですが、どの程度の額を目標としているのかとのご質問で

ございました。 

  令和５年度の予算編成に当たりましては、昨今の光熱費や物価の高騰に加えまして、施設

の修繕等の状況も考慮することと考えております。また、より効率的、効果的な管理運営の

提案を踏まえまして、指定管理者と協議し、検討してまいりたいと考えております。 

  また、収入における目標額につきましては、現在、精査中でございますが、日本陸上競技

連盟第３種公認取得による陸上競技場の利用の増加に取り組むとともに、より質の高いサー

ビスの提供について、指定管理者からの様々な提案を基に利用促進を図り、歳入の増加に努

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） 柳瀬議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  いじめ不登校問題の解決策の１つとして、コミュニティ・スクールを増やして、地域の

方々と連携した学校運営をすることや、インクルーシブ教育の実践をすることが必要ではな

いかというご質問かと思います。 

  現在、市内では学校評議委員会や学校応援団などの多くの地域の方々から助言や支援をい

ただきながら、地域との協働体制を構築しまして、多面的に児童・生徒の健全育成に努めて

いるところでございます。 

  今後も、コミュニティ・スクール設置校増加の検討も視野に、児童・生徒や教職員が多く

の方々と接する機会を増やすとともに、インクルーシブ教育の視点を大切にしながら、一人

ひとりの多様性を尊重する心を育て、いじめ不登校対策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） 石井富貴和選挙管理委員会事務局長。 
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〔石井富貴和選挙管理委員会事務局長 登壇〕 

○選挙管理委員会事務局長（石井富貴和） 再質問にお答えいたします。 

  投票率向上策としてどんなことをやったのかということだったかと存じます。 

  今回の市長選で行った主な啓発事業としては、新たに有権者になった18歳のかたへ、リー

フレットを添付してダイレクトメールの発送をいたしました。それから、選挙のＰＲチラシ

と選挙公報の新聞折込を行っております。 

  さらには、啓発用ウェットティッシュを２万5,000個作成し、公共施設や農業協同組合、

商工会会員事業所、ウェンズデーや中央ロータリークラブ会員様などに配布のご協力をいた

だいたところでございます。 

  また、幼稚園、保育所、保育園などの園児、小・中学校の児童・生徒の皆様にも啓発用ウ

ェットティッシュをお配りし、それぞれご家庭にお持ち帰りいただいたところでございます。 

  このほかにも、パソコンやスマートフォンなどにバナー広告を出しました。また、ファミ

リーマートやローソンのコンビニエンスストア店内で、レジ画面に市長選挙のＰＲ表示を行

っております。 

  今後ともいろんな手法により投票率向上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） 以上で柳瀬勝彦議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 佐 藤 智 仁 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第７、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） それでは通告に従いまして、順次一般質問を始めたいと思います。 

  まず初めに、１、地場産業の活性化、１、高州地区文化センターにお土産販売所を。 

  高州地区文化センターは、県営みさと公園付近にある立地条件から、週末に多くの方々が

利用できる環境に存在しています。近隣にお住まいのご高齢の方々もよく利用されている場

所であることから、お土産販売所を設けてみてはとの声を伺いました。 

  三郷市内でも商工会のご協力の下、たくさんの特産物が生み出され、地場産業の活性化を

図ってきていただいていますが、販売スペースと管理が難しいことから、文化センターなど
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での販売には至っていないのが現状であります。 

  こうした問題を解決し、文化センターでも販売できるような場所を設けていくことは、住

民にとっても気軽にお買い物をする場所になりますし、観光に来ていただいたかたへよいＰ

Ｒとなり、さらなる地場産業活性化にもつながるとともに、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）に掲げる地場産業に貢献するものになるのではないかと考えられますが、この点につい

て市民経済部長にお考えを伺います。 

  続きまして、２、公営住宅問題、１、横堀教職員住宅跡地の利活用についてであります。 

  横堀団地付近にある教職員住宅跡地については、現在、利用されなくなった県営住宅がご

ざいますが、町会にご協力いただきました当方が10月に行ったアンケート調査から、たくさ

んのご要望をいただきました。その中から住宅跡地について、今後の利活用とスケジュール、

建て替えなどの要望が出ていますが、どのようか。 

  総務省の統計局、埼玉県内における平成30年に行われた土地統計調査では、空き家率は県

全体平均で10.2％となっており、三郷市では8.1％と下回っていますが、近年では、住宅賃

貸売却用以外で人が住んでいない別荘などでは、管理不全のまま目的なく放置され、問題と

なっています。 

  これは公共施設も例外ではなく、建物老朽化が課題になっているわけであります。こうし

た状況に市はどのように対応しているのか、企画政策部長に伺います。 

  ３、汚水問題、１、排水路の逆流防止対策を。 

  公共下水道とは、主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共

団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの、または地域下水道に接続するものであ

り、かつ汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものを言いますが、公共

下水道の設置管理は、原則として市町村が行うが、２以上の市町村が受益し、かつ関係市町

村のみでは設置することが困難であると認められる場合には、都道府県がこれを行うことが

できるものであります。 

  昨今では、三郷市内の公共下水道整備も徐々に進み、きれいに整備されてきていますが、

放水路以南における公共下水道は整備当初のものが多く、徐々に老朽化も目立ち始めてきま

した。 

  今後の管理運営としては、新たに整備していく公共下水道以外にも、こうした老朽化した

部分の補修を含めて対応していくことが求められてきています。 

  整備に当たり、従来の排水ができていた箇所において、住民により排水が困難になった等
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の声を伺っていますが、こうした問題では、近隣にお住まいの住民同士のトラブルなどが後

を絶ちません。ですから、このようなことがあっても円滑に対応ができるように、市として

も支援ができるよう対策をしていく必要があるのではないでしょうか。現状として、課題に

ついて建設部長に伺います。 

  続きまして、４、道路問題、１、鷹野５丁目排水機場北側付近の歩道沿い水路点検口の段

差解消を。 

  鷹野五丁目大幸マンション付近の歩道沿いには、水路の点検のための点検口がありますが、

地震により地盤沈下があり、若干の凸凹が生じていることから、通行が困難になっています。 

  現在は区画が設けられ、管理されていますが、そろそろ砂利などで凸凹を解消し、通行で

きる道路にしてみてはと考えますが、建設部長にお伺いいたします。 

  ５、公園の安全問題、１、寄巻児童遊園のフェンスの一部修繕を。 

  寄巻児童遊園のフェンスの一部修繕につきましては、日頃より子どもたちの遊び場として

利用されていますが、入り口付近に破損やゆがみが生じており、大変危険な状況になってい

ます。安全に公園を利用していくためにもフェンスの危険箇所の撤去などを行い、誰もが利

用しやすい環境整備が必要ではないかとの声を伺いましたが、まちづくり推進部長にご見解

を伺います。 

  ６、環境問題、１、スペースのない一般ゴミ集積場所の改善を。 

  日常生活において、生活系ごみの問題は自治体にとっても切っても切り離せない問題であ

ると思われます。そうした中で、これまで町会の皆様をはじめとして、多くの方々の協力を

得て、市内一斉活動や、先月行われた第二大場川浮遊ゴミ等回収大作戦などに取り組んでい

ただいているところでございます。 

  市内には約3,900か所の家庭用一般ごみ集積場所が存在していますが、主にカラスなどに

よる鳥獣被害防止の観点から、網などをかけることで散らかり防止に努めていただいていま

す。 

  しかし、近年では各町会から環境美化のまちづくりに関心が高まり、ごみ集積ステーショ

ンの整備が徐々に進んできているわけであります。 

  今後、こうしたニーズに対応していくためには、集積場所のスペースの確保に課題が残る

ところであります。一部においては、用水路の蓋かけなどを行った場所にスペースを確保し、

集積所としている場所や、もともとあった集積場所をきちんと区画し、集積場所としている

ところがございますが、道路の歩道沿いなどが集積場所になっている場合には、そのまま置
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かれていることもあり、歩行者の通行を妨げているところは、全国各地に数多く存在してい

ます。 

  こうしたスペースを確保していくことが困難な場所においては、衛生的にもきちんとした

方法により管理していくことが、本来は好ましいわけでありますけれども、都市部に行けば

行くほど、乱雑に管理されているのが実態であります。 

  このような問題を解決していくためには、まちづくりを計画的に進めていくことのみなら

ず、利用者の皆様によるルール化やマナーに対する協力が必要不可欠であることは変わりあ

りません。 

  そこで質問でありますが、スペースの確保が難しい場所における集積場所の確保について、

今後どのように改善していくのか、市民経済部長に伺います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 佐藤智仁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１０時５１分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（武居弘治議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

  佐藤智仁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） 佐藤智仁議員の質問に順次お答えいたします。 

  初めに、１、地場産業の活性化、１、高州地区文化センターにお土産販売所をについてお

答えいたします。 

  高州地区文化センターは、県営みさと公園にも近接しており、桜の時期や紅葉の時期など

も含め、年間を通じ、週末には近県からの観光客が多く訪れる状況でございますので、市の

名産品や観光名所のＰＲが他の公共施設より行いやすいものと思われます。 

  また、地区文化センターといった公共施設にお土産販売所を設置することにつきましては、

施設の特色のＰＲも行うことができるなど、利用率の向上につながる可能性もあると考えま

す。 
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  仮に、お土産販売所を設置する場合、スペース、新たな人員配置の必要性、施設利用者の

安全面への配慮をどのようにするかなど、課題もあるものと考えます。 

  このことから、市民の教養の向上や文化の振興といった、本来の地区文化センター設置の

趣旨を踏まえながら、関連部署等とともに先進自治体の事例について研究してまいります。 

  続きまして、６、環境問題、１、スペースのない一般ゴミ集積場所の改善をについてお答

えいたします。 

  現在、ごみ集積所の新設、変更、廃止につきましては、「三郷市開発事業等の手続等に関

する条例」に基づき、事前の協議を関連部署と連携しながら実施しているところでございま

す。 

  また、ごみ集積所の設置基準につきましては、「三郷市ごみ集積所設置及び管理に関する

要綱」に基づきまして、ごみ集積所を設置等されるかたに向けて手順をお示ししているとこ

ろでございます。 

  議員ご質問の一般ごみ集積場所の改善につきましては、引き続き、ごみ出しルールやマナ

ーの普及啓発に取り組むとともに、地域の環境美化推進委員の皆様とごみの減量や環境美化

に取り組んでまいります。 

  また、各地域におけるごみ集積所の設置及び管理状況を含め、現状の把握及び先進事例の

情報収集に努めながら、今後も関連部門と連携し、衛生的な一般ごみ集積所の設置に努めて

まいります。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 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） 私からは、２、公営住宅問題の１、横堀教職員住宅跡地の利活

用についてお答えいたします。 

  昭和49年に建築されました旧横堀教職員住宅２棟につきましては、建物の老朽化や居住者

の減少により、それぞれ平成20年３月と平成28年３月に廃止となり、現在は担当部による維

持管理の下、三郷市ロケーションサービスによる撮影支援場所として活用しているところで

ございます。 

  当該施設の跡地利用などの方針は未定でございますが、今後の利活用につきましては, 

市民ニーズや市全域の公共施設の配置状況など、ほかの公共施設の利活用の優先度などを勘

案いたしまして、適宜検討してまいりたいと存じます。 
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  また、公共施設の老朽化への対応についてのご質問でございますが、三郷市公共施設等総

合管理計画の下、各施設の配置や機能転換、廃止、集約等について定めた公共施設再編成方

針を策定し、対応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） 相馬喜一建設部長。 

〔相馬喜一建設部長 登壇〕 

○建設部長（相馬喜一） 佐藤智仁議員のご質問に順次お答えいたします。 

  初めに、３、汚水問題、１、排水路の逆流防止対策をについてお答えいたします。 

  公共下水道は、都市の健全な発達と、公衆衛生の向上や、公共用水域の水質保全を図るた

め、トイレなどの排水を処理する汚水整備と、地域の雨水を河川へと排水する雨水整備がご

ざいますが、三郷市は11市４町による中川流域下水道として、汚水と雨水を別々に処理する

分流式による下水道整備を行っております。 

  また、良好な生活環境の保全を図るため、現在、汚水整備を優先して進めておりますが、

三郷中央駅やピアラシティ周辺などの新たな市街地においては、公共下水道による雨水整備

も併せて行っているところでございます。 

  水路などから側溝に水が逆流することによる道路の冠水対策といたしましては、三郷市は、

潮の満ち引きにより潮位の影響を受ける感潮河川のため、主要水路にゲートなどを設置して、

河川から水路への逆流を防止しております。 

  また、みさと公園東側にございます高州第一都市下水路の最上流部につきましても、都市

下水路上流部の水路や側溝への逆流防止を図るため、令和３年度にフラップゲートを設置し、

道路冠水などの改善に努めているところでございます。 

  近年は、全国各地で想定を上回る甚大な水害が発生しております。そのため、国では、近

年の気象変動の影響による水災害の激甚化、頻発化を踏まえ、河川改修などの加速化に加え

て、流域に関わる全ての自治体と、あらゆる関係者が協働して水災害対策を行うための新た

な取組として、流域治水対策を掲げております。 

  今後も引き続き、市民の皆様の安全・安心な暮らしを守るため、流す、貯める、備えると

いった総合的な治水対策のほか、流域治水対策につきましても、国や関係自治体などと連携

してまいりたいと存じます。 

  続きまして、４、道路問題、１、鷹野５丁目排水機場北側付近の歩道沿い水路点検口の段

差解消をについてお答えいたします。 
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  鷹野五丁目排水機場北側の国道298号西側歩道の脇にございます市道6104号線に接続する

道路につきましては、国道建設の際に、地域の利便性を図るため、国道の側道へと取り付く

道路として、国において設置された道路でございます。 

  また、道路の下には、国道298号や鷹野五丁目地区の雨水排水を速やかに大場川へと排水

するため、主要水路などについても、機能補償として国に設置していただいたものでござい

ます。 

  議員ご質問の道路上に突き出ている水路の点検口でございますが、国に確認しましたとこ

ろ、建設当時、取付け道路は国道の側道部と同程度の高さを見込んでいたため、現在の高さ

になっているとのことでございました。 

  また、現在も国管理の道路であるため、国が安全対策として、バリケードの設置や雑草対

策などの維持管理の観点から、アスファルト舗装がなされているものでございます。 

  現地を確認しましたところ、水路の点検口などの段差解消を図ることで、利便性の向上や、

緊急時に避難路として活用することが有効と考えられますが、段差解消の箇所が国管理の道

路になることや、点検口の構造や道路構造などのほか、並行する国道の歩道との安全対策な

ど、様々な課題もございます。 

  そのため、地域の皆様に、安全・安心な道路としてご利用していただくため、今後、段差

解消に対する課題の整理や、警察などとの協議を踏まえながら、道路管理者である北首都国

道事務所と調整が行えるように努めてまいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（武居弘治議員） 松本義博まちづくり推進部長。 

〔松本義博まちづくり推進部長 登壇〕 

○まちづくり推進部長（松本義博） 私からは、５、公園の安全問題、１、寄巻児童遊園のフ

ェンスの一部修繕をについてお答えいたします。 

  公園内の施設では、遊具につきましては、国が定める「都市公園における遊具の安全確保

に関する指針」において、毎年の点検が義務づけられており、専門業者による点検を実施し、

不具合箇所の報告がありました際には、早急に対応することで事故を抑止しております。 

  また、フェンスなどの外構設備は、職員によるパトロールなどにおいて、破損などを確認

した際に、その都度修繕を行っております。 

  ご指摘の破損箇所につきましては、破損の原因や利用者の安全対策など、総合的に判断し

た上で修繕方法を決定し、修繕を行っております。 
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  修繕内容といたしましては、当該箇所のフェンスを撤去し、同箇所に公園利用者の安全性

を考慮した強固な鉄製の車止めポールを２か所設置しております。 

  今後も引き続き、施設の破損などにつきまして、日頃のパトロールや、市民から連絡を受

けました際には、速やかに修繕を実施することで、公園を訪れるかたが安全に利用すること

ができますよう、適正な維持管理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） 佐藤智仁議員。 

○８番（佐藤智仁議員） それぞれご答弁ありがとうございました。 

  それでは、再度、要望と質問をさせていただきたいと思います。 

  まず初めに、１の地場産業の活性化、１、高州地区文化センターにお土産販売所をについ

て。 

  文化施設の運営は指定管理者となっていますので、管理者側で事業運営を行っていかなく

てはならないため、販売所を設けていくことはなかなか困難を抱えてしまうのは理解できま

すが、市としてにぎわいを創出していくことは、第５次総合計画にも目標として掲げられて

いますので、連携して支援ができる体制を設けていただければと考えます。都内からも週末

に公園の利用者さんもありますので、継続的に立ち寄っていただけるようになるのではない

でしょうか。 

  昨今では、香川県などで食料品を自動販売機などで提供しているようにもなってきていま

すので、人手不足な状況も改善できるようになってきていると思われます。ぜひそうした手

法も調査研究して、連携して柔軟に対応していただけるよう協議していただきますよう要望

いたします。 

  次に、２の公営住宅問題、１、横堀教職員住宅跡地の利活用については、耐震化と老朽化

が問題となり閉所となっていますが、リフォームにより、耐震化などにより有効な活用がで

きるものと考えられます。 

  先ほどのご答弁の中で、ロケーションとして活用をされているということで伺っています

が、やはり市としてもまだまだ少ない公営住宅でもありますので、できるだけそういった公

営住宅を増やしていけるよう、そういった声も聞いていただければと思います。 

  例えば、埼玉県では、県営の住宅団地再生事業などにより支援を行っているわけでありま

す。そのほかに、埼玉県で賃貸住宅供給促進計画などを活用して柔軟に対応していただきた

いと思います。この点についても要望にとどめさせていただきます。 
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  次に、３の汚水問題、１、排水路の逆流防止対策をについて、丁寧なご答弁ありがとうご

ざいました。 

  公共下水道における問題は、合併処理浄化槽に接続できるタイミングで、併せて工事を行

っていただくのが本来よいわけでありますが、なかなか費用負担などにおいて協議が進まな

いのが現状でもあります。 

  接続率を高めていくことは、衛生面においても重要なことでもありますが、個人で単独浄

化槽を持っている家庭もあり、必ずしも、合併処理浄化槽で下水道本管につなぐ必要のない

場合もあります。 

  そのほか、維持管理としては、定期的なくみ取りなどの費用負担は避けて通れないわけで

あります。 

  そうした中で、各家庭間における事情も様々であることから、公共下水道への考え方も複

雑な問題になることは、先ほどのご答弁でも明らかになったと言えるのではないでしょうか。

使用に当たり、料金支払いを工面できない市民も多くいることですから、その都度、現地の

状況を確認して対応していくことになるわけであります。 

  他の自治体においても例外ではなく、マンション建設の際に、後から問題が発覚し、トラ

ブルとなっていることも知られているところでございます。 

  今回、私は個人宅における汚水逆流防止の相談を受けたわけでありますが、例えば、汚水

が雨水と合流する場合に、用水路の出入口には逆止弁などを設置し、逆流防止に努めていた

だいていますが、傾斜が足りない場合は、合流しながら汚水路内にたまり、滞留して臭いが

発生して、住民の皆様から改善が求められているところであります。 

  これには水路をしゅんせつによる方法で除去していただいていますが、日常的に側溝内に

合流している場合には、さらに側溝内に逆止弁を一部設ける、そうした方法で近所間の問題

解決にもつながるものと考えられます。 

  そこで再度伺いますが、傾斜が足りない排水路内に逆流防止対策を設けることについて、

建設部長に再度伺いたいと思います。 

  ４の道路問題、鷹野５丁目排水機場北側付近の歩道沿い水路点検口の段差解消をについて

は了解いたしました。 

  ５の公園の安全問題、１、寄巻児童遊園のフェンスの一部修繕をについては、日頃より安

全のための点検に努めていただいているところでありますが、やはり注意して見ていかなけ

れば気がつかないことも多々あるわけであります。チェックリストの項目などに不具合箇所
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などを記載していただいていると思いますが、些細なことで大きな問題とならないよう、念

入りに点検と迅速な対応をお願いしたいと思うとともに、例えば、小規模事業者登録制度を

活用した修繕に努めていただければと考えます。この点についても要望にとどめます。 

  最後に、６の環境問題、１、スペースのない一般ゴミ集積場所の改善をについて要望させ

ていただきます。 

  限られたスペースで集積活動を行う上では、有効な方法を十分町会の皆様の意見を反映し

て改善していく必要があると思います。例えば、移動式の圧縮回転式の集積や折りたたみ式

の集積ステーションなど、そういった新しい方法で集積している場合もありますので、ぜひ

関係部署と連携し、きれいなまちづくりができるよう、支援を引き続きいただければ幸いで

ございます。 

  以上の要望を述べ、２回目の質問を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 佐藤智仁議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  相馬喜一建設部長。 

〔相馬喜一建設部長 登壇〕 

○建設部長（相馬喜一） 佐藤智仁議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  ご質問内容は、側溝への逆流防止対策をという質問だと思います。先ほどもご答弁で申し

上げましたが、河川からの逆流防止につきましては、水路などにゲートを設置しております。 

  側溝への逆流防止対策につきましては、今後、水路などの構造や地域の排水状況などを踏

まえまして、逆流防止対策を行うことによる効果や、維持管理面など総合的に勘案しながら、

効果的な逆流防止対策に努めてまいりたいと存じます。 

  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問を終わります。 

 

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

 

◇ 工 藤 智加子 議 員 

○議長（武居弘治議員） 通告第８、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） それでは通告順に従いまして、５項目にわたり一般質問を行いま

す。 
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  １項目の新型コロナウイルス感染症についての１、コロナ感染の第８波への対応について

伺います。 

  11月17日、厚生労働省の専門家会合は、新規感染者の増加が予想され、第７波のような感

染拡大になる可能性があるとして、第８波が始まったという認識を示しました。 

  ご承知のように、この夏、コロナ感染の第７波は感染の大波の中、医療崩壊が相次ぎまし

た。施設や自宅に留め置かれて、医療にもたどり着けず、亡くなったかたを含め、死亡者数

は過去最大となりました。救急車を呼んでも来ない。ようやく救急搬送されても入院できず

に自宅待機を余儀なくされ、介護施設においては、発症しても医療の手薄い施設内に留め置

かれました。今、国民の願いは、二度とこうした事態を繰り返さないことではないでしょう

か。 

  そこで伺います。 

  初めに、埼玉県のホームページによりますと、本市では発熱外来を実施している医療機関

は23か所で、このうちの初診者でも受け入れている医療機関は８か所となっています。 

  市内のある医療機関では、第７波のようなことになれば、ほかの診療に影響が及び、お断

りせざるを得なくなる、医療従事者も限界に来ているという現場の声が上がっています。 

  ア、希望者が受診できるように発熱外来の充実をについて伺います。 

  次に、イ、検査キットの無料配布をについて伺います。 

  現在、本市では抗原検査キットの無料配布を実施しておりますが、症状のあるかたや、無

症状でも濃厚接触者でなければなりません。今年はインフルエンザとの同時流行が懸念され

ており、新座市や狭山市では新型コロナウイルスとインフルエンザの同時検出が可能な抗原

キットを配布する事業を実施しています。本市も取り組むべきではないでしょうか。お答え

ください。 

  日本医療労働組合連合会が11月に発表した調査によりますと、感染症流行の第７波に当た

る今年７月から９月に救急搬送の受入れを断った事例があるとした医療機関が40％ありまし

た。人手不足でベッド数を増やすなどの対応ができなかったことが主な理由ですが、受入れ

を断ったことがあるとした病院、診療所のうち83％もが、新型コロナウイルス感染症患者を

受け入れる重点協力医療機関だったということですから、問題は深刻です。 

  こうしたことが第８波でも起こり得ると懸念されている中、政府は65歳以下のかたの陽性

者を、医療機関等の報告義務の対象としないとしました。入院などができずに自宅療養を余

儀なくされて、症状が悪化した場合に治療や支援はどうなるのでしょうか。ウとして、状態
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が悪化した場合の支援についてお答えください。 

  ２項目めの子育て支援について２点伺います。 

  10月の市長選挙におきまして、木津市長は公約を掲げ、再選を果たされましたが、この中

にこども家庭センターを設置すると示されておりました。これは昨年のこども家庭庁設置法

が成立したことに伴い、自治体としての事業の実施を宣言したものだと考えますが、同法の

第３条の一部には、「こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の

利益を優先して考慮することを基本とする」とあります。 

  また、「こどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びに

こどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とする。」としています。 

  これらの条文を踏まえた取組に期待したいと考えますが、こども家庭センターの設置につ

いて市長のご見解をお示しください。 

  次に、保育士の配置基準の見直しについて伺います。 

  こども家庭庁設置法案に関連し、日本共産党は、国会の参議院内閣委員会で、子どもの成

長発達の権利が保障されるように保育士の配置基準と公定価格の抜本的引上げが必要だと求

めました。 

  ご承知のように、国の配置基準は、４歳・５歳児30人に対し、１人の保育士配置で1948年

から一度も変わっていません。１日11時間、週６日間、保育所を開けるために保育士の配置

は1.1人となります。 

  内閣府の資料では、現行の公定価格でカバーできるとしていますが、価格設定の積算根拠

となる保育士業務のうち、15％は事務のための経費に配分されていることになっており、こ

れを時給換算にすると、たったの800円になることが明らかになっています。つまり現行の

公定価格では、11時間保育のシフトが組めないことになります。 

  公定価格を引き上げて保育士の配置基準の引上げを求めるべきですが、市としても独自の

配置基準を拡充するべきではないでしょうか。市の見解を伺います。 

  ３項目めの会計年度任用制度について、３点伺います。 

  初めに、会計年度任用制度が導入されて３年目を迎えていますが、日本自治体労働組合総

連合による実態調査の見解によれば、その職員数は自治体で働く４割を超え、正規職員と同

様に、誇りを持って住民の命と暮らしを支えて働いているとしている一方で、雇用の経済に

不安を募らせ、賃金や一時金、休暇制度などが正規職員と大きな格差があると報告していま

す。 
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  同一労働同一賃金に基づく均等待遇が求められているのではないでしょうか。会計年度任

用職員の処遇改善に向けた調査を実施し、処遇改善を図っていただきたいと考えますが、市

の見解をお示しください。 

  次に、時給・一時金などの賃上げの検討をについて伺います。 

  日本自治体労働組合総連合の実態調査の中間報告では、勤続年数５年以上が全体の57％を

占めているものの、年収200万円未満が59％に達しています。これを見ますと、専門性や経

験が反映されない制度の欠陥が明らかになっていると言わなければなりません。しかも、女

性職員の割合は86％にも達しており、会計年度任用職員制度が女性労働に依存する制度とな

ってしまっています。制度の在り方が官製ワーキングプアの労働者を生み出す役割を果たし

ているとも言及しています。時給・一時金などの賃上げについてお答えください。 

  地方自治体には、正規職員が担うべき専門性と持続性が求められる職種にまで会計年度任

用職員制度が用いられており、多くの職員が正規職員の補助的でない業務に従事していると

いう指摘もあります。本市ではどのように業務内容の棲み分けがされているのでしょうか。

恒常的な業務や専門性が求められる業務は、正規職員の配置を取るべきではないでしょうか。 

  恒常的な業務や専門性が求められる業務は正規職員の配置をについてお答えいただきたい

と思います。 

  ４項目めの介護保険制度について２点伺います。 

  介護保険制度の改定について、厚生労働省の社会保障審議会での取りまとめが終了したと

いう報道がされております。本市も来年度以降に向けて第９期の介護保険事業計画の策定作

業が行われるだろうと思いますが、改定内容については、当事者やご家族、事業所など、審

議会の委員からも批判や反対の声が上がっております。 

  そこで２点伺います。 

  初めに、要介護１・２のかたを介護給付から外し、地域総合事業に移行するとしています

が、さきの請願の討論で示したように、「認知症の人と家族の会」など、認知身体機能が低

下してしまうのではないかなど、要介護１・２の介護サービスのかたの受け皿はどのように

なるのか。現行の要支援１・２のように、既存の介護保険事業所を利用することができるの

か、本市の対応について伺います。 

  全日本民主医療機関連合会は、利用料の２割負担の対象者を拡大しようとしていることに

ついて、施設入所者と在宅サービス利用者を対象に、９月から10月にかけて介護保険制度見

直しの緊急影響調査を実施しました。入所者514人の回答のうち、「施設を退所もしくは退
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所を検討する」と回答したかたが13％、在宅サービスの利用者1,097人の回答者のうち、

「サービスの利用を減らす」もしくは「中止する」と答えたかたが34.4％を占めました。 

  利用料の２割負担増に利用中止や利用控えが起きると機能の低下を招き、要介護度が悪化

することは目に見えて明らかです。直ちに利用料の負担増の中止を国に求めるべきです。 

  また、これ以上の負担は利用者や家族の生活に支障が起こり、将来の不安を増大させ、介

護サービスの利用に新たな困難をもたらすと分析をしています。現行の利用料減免制度の適

用範囲を拡充することを求めますが、市のご見解をお示しください。 

  ５項目めの都市軸道路についてです。 

  今年８月に都市計画道路三郷流山線の一部である彦糸工区、約１キロメートルについて道

路整備工事の説明会が行われ、私も参加をさせていただきましたので、２点伺います。 

  道路整備は、中央分離帯を含め道路４車線と、歩道を含めて幅員29メートルとなることか

ら、道路完成後の車両交通による振動、騒音、排気ガスなどの生活環境への影響や対応につ

いての不安の声がありました。道路の整備に伴う住居環境への影響をどのように見ているの

か、また、その対応についてはどのように検討されているのか伺います。 

  次に、道路整備予定地のみさと団地側には、桜の木が植えられております。近隣住民の憩

いの場としても親しまれております。桜の木は伐採せずにできるだけ残してほしいというご

意見もありましたが、桜の木の保存について、市としてどのようにお考えなのか、ご見解を

お聞かせください。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（武居弘治議員） 工藤智加子議員の質問に対する答弁を求めます。 

  木津雅晟市長。 

〔木津雅晟市長 登壇〕 

○市長（木津雅晟） 工藤議員のご質問にお答えいたします。 

  １、新型コロナウイルス感染症についての１、コロナ感染の第８波への対応についてのイ、

検査キットの無料配布をについてお答えし、他につきましては担当部長をして答弁いたさせ

ます。 

  本市における抗原検査キットの無料配布につきましては、第７波における新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大に伴い、医療機関の発熱外来の逼迫を防ぐため、埼玉県が実施する無

料配布事業と連携し、本年８月13日から実施しているところでございます。 

  検査キットの配布は、発熱等の症状があり、基礎疾患がないなど重症化リスクの低いかた、
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または、同居家族に陽性者がいる濃厚接触者のかたを対象としており、原則申請の翌日に配

送しております。 

  埼玉県におきましては、この抗原検査キット無料配布事業は本年９月末をもって終了いた

しましたが、本市では、今後の第８波の感染なども勘案し、継続して事業を実施していると

ころでございます。 

  今後も、発熱したかたや同居家族の濃厚接触者となったかたが事前に自分で検査をするこ

とで、発熱外来の逼迫を防ぐなど、医療機関の負担軽減となることから、引き続き実施して

まいりたいと存じます。 

  次に、２の子育て支援についての１、こども家庭センターの設置についてでございますが、

他につきましては担当部長をして答弁いたさせます。 

  こども家庭センターは、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした一体的な相談支

援のためのものであり、子どもや妊産婦の実態の把握、情報提供、保健指導のほか、支援を

必要とするかたへの支援計画を作成し、関係機関と協力して支援するものと認識しておりま

す。 

  本市におきましては、平成30年に「子育て支援ステーションほほえみ」を設置し、妊娠期

から子育て期までの切れ目のない支援を、児童福祉と母子保健の双方から一体的に行ってい

るところでございます。 

  さらに、本年４月には、三郷市子ども家庭総合支援拠点を設置し、児童、妊産婦及びその

家族に対する相談体制の強化、及び継続的な支援に努めているところでございます。 

  こども家庭センターの設置につきましては、第５次三郷市総合計画前期基本計画に掲げる

３つ重点テーマの１つである「質の高い教育と切れ目ない子育て支援の強化～子どもたちの

成長を見守る・夢を育む～」の理念の下、子育て世帯を包括的に支援するため、取り組んで

まいります。 

  次に、３、会計年度任用制度の１、会計年度任用職員の処遇改善に向けた調査をについて

お答えし、他につきましては担当部長をして答弁いたさせます。 

  会計年度任用制度は、令和２年４月の制度開始から３年目を迎え、令和４年４月１日現在

では、児童クラブや保育所職員のほか、本庁舎内の一般事務職など、幅広い職場に合わせて

497名任用しており、制度として定着をしてきたところでございます。 

  会計年度任用職員の処遇につきましては、国やほかの自治体との権衡を図っておりまして、

この考え方に基づき、今年度に入っても処遇改善を行っているところでございます。 
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  給与の関係では、今回の職員の給料表の改定に併せ、ほとんどの職種で４月に遡り、賃上

げを実施いたしました。 

  また、服務の関係では、育児休業の取得要件の緩和を行い、福利厚生の関係では、埼玉県

市町村職員共済組合の加入に伴い、共済組合が行う人間ドック助成などの福祉事業やその他

の事業を利用できるようになっております。 

  会計年度任用職員の処遇改善につきましては、引き続き国や他の自治体の動向を注視して

まいります。 

  次に、４、介護保険制度についての１、第９期介護保険事業計画策定についての総論につ

いてお答えし、詳細については担当部長をして答弁いたさせます。 

  令和６年度からの第９期介護保険事業計画につきましては、現在、策定に向け準備を進め

ているところでございますが、国においては、介護保険制度の持続可能性の観点から、給付

と負担の在り方について、ご質問の点を含め、様々な議論が行われているところと承知して

おります。 

  高齢化の進展により、介護給付費のさらなる増大が予想される中、利用者やその他の市民

にどのような影響があるかについて、本市の状況を踏まえながら、引き続き注視してまいり

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） 工藤議員のご質問にお答えいたします。 

  初めに、１、新型コロナウイルス感染症についての１、コロナ感染の第８波への対応につ

いてのア、希望者が受診できるよう発熱外来の充実をでございますが、新型コロナウイルス

感染症は、本年11月上旬頃より陽性者数が増加傾向に転じ、埼玉県におきましては、知事が

第８波に入ったとの認識が報道され、県内の状況を感染拡大初期に当たる「レベル２」であ

ると発表しております。 

  県では、今後の感染拡大により、医療が逼迫することによる市民の混乱を避けるために、

基本的な感染防止対策、ワクチン接種、新型コロナ抗原検査キットなどの事前購入を呼びか

けてございます。 

  発熱外来につきましては、県におきまして、症状があるかたの診療を行い、必要な検査を

行う医療機関を「埼玉県指定診療・検査医療機関」として公表しており、ホームページ上で

検索ができるようになっております。 
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  この「診療・検査医療機関」につきまして、県内の医療機関の登録を増やすため、埼玉県

医師会では、今後の感染拡大により医療が機能不全に陥らないよう、各郡市医師会に対して、

さらなる発熱外来への新規の登録を促しているところと伺っております。 

  また、必要なかたがスムーズに受診できるよう、発熱症状等のない濃厚接触者のかたなど

は、ご自身で検査キットを使用し、陽性になった場合には医療機関を受診せずに自宅で経過

観察が行えるよう、陽性者登録窓口なども整備されております。 

  市ホームページにおきましても、これらのことを周知しており、また、お問合せなどに対

してご案内をしているところでございます。 

  次に、ウ、状態が悪化した場合の支援はについてでございますが、議員からございました

とおり、令和４年９月26日から新型コロナウイルス感染症の発生届出の対象が見直され、65

歳以上のかたや妊婦のかた、入院を要するかた、そして重症化リスクのあるかたとなりまし

た。 

  これらのかたについては、厚生労働省コロナ感染者等状況把握・管理システムを用いて、

保健所や医療機関が健康観察を実施しております。 

  一方、発生届出の対象外となったかたは、医療機関から保健所に人数のみの報告となって

おりますので、ご自身で埼玉県の陽性者登録窓口等に登録していただき、コロナ感染者等状

況把握・管理システムを用いて、ご自身で健康観察を実施していただくこととなっておりま

す。 

  自宅療養者のかたが、パルスオキシメーターの数値が基準値外となった場合や体調が悪化

した場合には、保健所や埼玉県自宅療養者支援センターなどの健康観察実施機関に24時間相

談できる体制となっております。 

  なお、健康観察において、症状が悪化した場合は、必要に応じて協力医療機関が電話診療

や薬の処方を実施してございます。 

  また、埼玉県においては、厚生労働省が示す重症化リスク表を基に、自宅療養者のかたの

入院調整を実施していると伺っております。 

  今後におきましても、国・県の動向を注視するとともに、保健所及び関係機関と連携し、

自宅療養者が適切な支援や医療を受けること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） 須賀加奈子ども未来部長。 

〔須賀加奈子ども未来部長 登壇〕 
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○子ども未来部長（須賀加奈） 私からは、２、子育て支援についての２、保育士の配置基準

の見直しについてお答えいたします。 

  保育士の年齢別配置基準につきましては、国から示されている公定価格上の配置基準に従

い、乳児３人につき１人、１・２歳児６人につき１人、３歳児20人につき１人、４歳児以上

30人につき１人となっております。 

  本市においても、この国から示された年齢別配置基準に基づき、保育施設の運営管理を行

っておりますが、３歳児については公定価格の上乗せもあることから、市内のほぼ全ての保

育施設において、保育士１人当たりの預かり人数を15人に減らすことにより、保育の質の向

上を図る保育士の配置を実施しております。 

  なお、ほかの年齢児については、公定価格の上乗せがいまだに実現できていない状況であ

り、国の示した最低基準では実態にそぐわないといった要望があることは聞き及んでおりま

す。 

  一方で、配置基準の見直しを行うことで、施設における安定的な人材確保が困難な状況に

陥ることも想定されるなど、必要な保育士の人数が確保できなくなる課題を指摘する声もあ

り、結果として、基準を守れず運営できなくなる施設が出てくることも懸念されております。 

  配置基準を見直すことで、保育現場の環境改善につながり、安全・安心な保育がより推進

されるものと認識しておりますが、一方で課題もあることが指摘されていることから、市と

いたしましては、保育現場における実情や実態把握に努めるとともに、引き続き国の動向を

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） 島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 私からは、３、会計年度任用制度につきまして、順次お答えいたし

ます。 

  初めに、２、時給・一時金などの賃上げの検討をについてでございますが、令和３年11月

に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、看護、介護、保

育、幼児教育などの現場で働く方々の収入の引上げが掲げられたことを踏まえまして、令和

４年２月に関連規則を改正し、保育所及び放課後児童クラブに勤務する保育士、看護師、放

課後ケアワーカーの賃金を増額改定いたしました。 

  また、先ほどの市長答弁にもありましたとおり、正規職員との権衡を図り、会計年度任用
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職員の給料表につきましても、令和４年４月に遡及し、増額改定を行ったところでございま

す。 

  会計年度任用職員の給与につきましては、職務給の原則、均衡の原則等の考え方に留意し

つつ、従事する職務の内容や責任、職務の量及び勤務時間等に応じて設定する必要があるこ

ととされていることから、一時金も含めまして、近隣自治体の動向等を注視しながら、引き

続き適正な賃金水準の確保に努めてまいります。 

  続きまして、３、恒常的な業務や専門性がもとめられる業務は正規職員の配置をについて

お答えいたします。 

  地方公共団体における公務の運営におきましては、任期の定めのない常勤職員を中心とす

ることが原則であることから、当市では、行政需要の動向も踏まえながら、正規職員を毎年

増員する方針で採用を行っております。 

  今後におきましても、この職員配置の原則を踏まえまして、恒常的な業務や専門性が求め

られる業務を含め、その職が担うべき職務の内容や責任の程度を見極めながら、正規職員の

適正な配置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） 工藤智加子議員の質問に対する答弁の一部を残して、暫時休憩いた

します。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○副議長（佐藤睦郎議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一部保留いたしておりました工藤智加子議員の質問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） 工藤議員の４、介護保険制度についての１、第９期介護保険事業計

画策定についてのご質問に順次お答えいたします。 

  初めに、ア、要介護１・２の介護サービスの地域支援事業への移行についてでございます

が、令和４年９月末現在で、要介護１の認定を受けているかたが1,599人、要介護２につき
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ましては1,053人のかたがいらっしゃいます。 

  なお、要支援１・２のかたの予防給付による訪問介護及び通所介護につきましては、本市

においては平成29年度から総合事業に移行しておりますが、現在のところ、移行前と同様の

サービスを維持しているところでございます。 

  要介護１・２のかたの介護サービスが移行し、総合事業の範囲が拡大した場合に、それが

どのような形になるかを含めまして、今後の国の動きを見守ってまいりたいと思います。 

  次に、イ、利用料の２割負担増を中止し、減免制度の拡充をについてでございますが、介

護サービス費の利用者負担割合は、制度創設時の１割を原則として、一定以上の所得のある

かたについては、平成27年８月から２割に、さらに現役並みの所得のあるかたについては、

平成30年８月から３割にそれぞれ引上げがなされております。 

  利用者負担の軽減としましては、高額介護サービス費などの制度による上限額の設定があ

るほか、特に支払いが困難なかたに対しましては、市独自に利用料の助成を行ってきたとこ

ろでございます。 

  今後の減免制度拡充などの在り方につきましては、制度全体の動きを踏まえ、総合的に検

討する必要があると考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 相馬喜一建設部長。 

〔相馬喜一建設部長 登壇〕 

○建設部長（相馬喜一） 私からは、５、都市軸道路、１、道路整備に伴う居住環境への影響

と対応はと、２、桜並木の保存を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。 

  都市軸道路は、埼玉県から江戸川を渡り、千葉県や茨城県へと各都市をつなぐ広域的な幹

線道路として、埼玉県においては、主要地方道葛飾吉川松伏線から（仮称）三郷流山橋まで

が整備区間となっておりますが、現在、常磐自動車道より東側について、県が施行主体とな

り、都市計画道路三郷流山線として整備を進めているところでございます。 

  みさと団地の北側を通る彦糸工区の主要地方道葛飾吉川松伏線から、武蔵野線南通りまで

の延長約１キロメートルの区間につきましては、今年度から工事の着手が予定されているた

め、周辺住民を対象として、今年８月に、県の主催によりまして、第二大場川に架かる橋梁

の架け替え工事や都市計画道路を横断する二郷半用水路のボックスカルバートの敷設工事な

どの概要について、住民説明会が開催されたところでございます。 



【速報版】校正前原稿のため正式な会議録ではありません 

 

－35－ 

  説明会においては、道路整備後の排気ガスや騒音、振動など、周辺環境への影響や、吉川

市との境に植えられております桜並木の保存のほか、第二大場川の橋の架け替えに伴う迂回

路の設置などにつきましてご意見をいただいたところでございます。 

  説明会のご意見に対する県の対応でございますが、道路整備後の周辺環境への影響につき

ましては、主要地方道葛飾吉川松伏線から（仮称）三郷流山橋までの区間が開通後に、交通

状況を踏まえながら、必要に応じた対策を実施し、桜並木につきましては、可能な限り保存

できるよう、道路の構造などについて検討を進めていきたいと県から伺っております。 

  また、第二大場川の吉川市境にある橋梁が撤去されるため、その迂回路となる周辺の市道

につきましても、歩行者や車両が安全に通行できるよう、県と市で連携しながら、舗装など

の整備について検討を進めているところでございます。 

  今後、みさと団地北側付近の道路整備に関わる周辺環境への配慮や、桜並木の保存などに

つきましても、県に対して要望してまいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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２回目の質問と要望をさ

せていただきます。 

  まず最初の新型コロナウイルス感染症についてでございます。 

  県のほうが動いていただけているということで、医療機関における発熱外来は、市民の皆

さんの症状に応じた診察がしっかりできるように期待したいところなんですけれども、今度

のコロナ禍で、症状が出たら、受診をして、診断をし、治療をすると。これは本来の皆保険

制度の在り方がなし崩しになってしまっているわけですね。政府に対する信頼は失いつつあ

るのではないかと私は思うのですけれども、今度のこの抗原検査キットの配布についても、

発熱外来が機能しなくなるから、みなし陽性者として届出をするというような仕組みをつく

ったわけなんです。これは非常に問題だと私は思います。 

  医療体制を充実させなければならないときに、政府は医療機関への支援金の減額にかじを

切って、感染症法の改正で、感染症を受け入れないときの罰則規定まで設けようとしていま

す。この方向では、発熱外来の拡充どころか、地域医療の崩壊を招くということをまずは指

摘しておきたいと思います。 

  ですから、住民に身近な自治体ができることは何かということだと思うのですけれども、

ぜひ実態を把握して声を上げ続けていただきたいというふうに思います。当然、県とか医師
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会との連携も十分に図っていただいて、市民の健康と命を守っていただきたいというふうに

思います。これは要望にとどめます。 

  抗原検査キットの無料配布なんですけれども、ぜひこれは対象者を広げていただきたいと

思っております。先ほども新座市の話をしましたけれども、特にこれから受験に入る中学生

のお子さんに対しては、事前に検査キットを置いて、しかもインフルエンザもきちんと見ら

れるような検査キットを置いて、すぐ対応できるようにして差し上げてほしいなと思います。

すぐに検査ができるという方法をぜひ探っていただきたいと思います。これも要望にとどめ

ます。 

  それから、自宅療養のかたの支援についてなんですけれども、埼玉県内でもこの第７波の

感染拡大で、10代から50代のかたが自宅療養でお亡くなりになっております。こういう悲惨

な報道も相次いであったわけなので、このような事例を二度と起こさないということで対応

していただきたいなと思います。 

  既に、相談窓口にもいろいろな問合せが入っているというふうにお聞きしましたけれども、

この対象にならない、病院側が届出義務を行う対象にならないような方々については、ご自

分で陽性になったということを届出なければならないわけですよね。届出なければ、自宅で

待機した場合、何か急変が起こった場合の対応、遅れる可能性が十分にあるわけですので、

この届出の周知、ぜひ徹底をしていただきたいと思いますけれども、この辺はどのようにな

るのか、スポーツ健康部長にもう一度お答えいただきたいと思います。 

  それから、子育て支援についてなんですけれども、市長からご答弁いただきました。質の

高い教育、子育て世帯を応援すると、包括的に支援するということで、非常に頼もしいお話

だったと思います。私もぜひこれは期待しております。 

  そこで確認をしておきたいのですけれども、子どもというのはどこまでのお子さんのこと

を指しているのか。子どもは18歳までですからね。18歳までのお子さんを対象にしたしっか

りとした支援がされるのかどうか。これはこども家庭庁設置法との関係でどうなっているの

か、確認をさせていただきたいと思います。市長にお答えいただきたいと思います。 

  それから、保育士の配置基準なんですけれども、配置基準については、先ほどもお話しし

たように、保育士の負担の問題だけではなくて、子どもの安全面からも捉える必要が起きて

いますよね。 

  先日、お話のあった認定こども園の送迎バスの置き去り事故、これも園児を受け入れるた

めに朝の時間は本当に忙しいんです。園児の健康状態を把握して、しかもその時間帯という
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のは体制が薄くなっております。現場の保育士、そして有識者からは、保育士不足の改善が

必要だというふうに指摘はされています。保育の時間が11時間ですからね。11時間となれば、

時間外の体制は、当然、今お話ししたように薄くなってしまいます。 

  ですから、多くの認可保育所は配置基準を引き上げて運営しています。だから、当然、保

育士の配分、給料の配分が低く抑えられるわけです。ですから、現行の国や県の人件費補助

でもカバーし切れない、こういう実態が生まれているのだと思います。もう終戦直後の基準

では安全な保育をする基準はない、こういうふうにお考えになったほうがいいと思いますし、

国に配置基準の引上げを求めること、これはぜひやっていただきたいなと思います。 

  本市では、先ほどお話ししたように、国の基準よりも保育士の設置基準を上乗せしており

ますので、対象年齢を広げて基準の見直しを先行して実施するべきではないかというふうに

思うわけですけれども、この辺については子ども未来部長にもう一度お答えをいただきたい

と思います。 

  それから、会計年度任用職員について伺います。 

  市長のほうから実態調査だけではなくて、賃金の引上げについてもご見解をお示しいただ

きましたけれども、先ほどお話ししたように、日本自治体労働組合総連合が示した調査結果

では、全国規模の調査なんですね。オンラインによるアンケートなので、三郷市の職員が対

象になっているかは分からないのですけれども、市職員の労働組合のほうでも定期昇給を含

めた要望が上がっているわけですから、実態は本当はどうなのかというアンケートをやって

もいいのではないかというふうに思います。 

  賃金の引上げだけではないんですよ。やはり労働環境を改善していくということは、組合

の仕事だけではなくて、当局の仕事でもないかなと私は思います。いずれにしても、本市で

も会計年度任用職員がいらっしゃるわけですから、この方々がいなくなったら困るわけです。 

  そういう意味では、正規職員と同じ公務員として、専門的、恒常的な公務公共サービスを

担っているというふうに私は思います。できるだけ賃金を含めた労働環境、近づける努力を

していただきたいというふうに思います。 

  先ほども賃上げしましたよというふうなお話があったと思うのですけれども、本市の一般

事務職では、埼玉労働組合連合会の毎年のアンケートですと、時給987円となっておりまし

た。そうすると、引上げが行われて、今、どのくらいになっているのか、時給換算でどうな

のか、お答えいただきたいと思います。 

  今、物価高騰も毎日のようにマスコミで取り上げられておりますけれども、物価高騰に賃
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金が追いつかないような状況になっておりますよね。ですから、今や普通に暮らせる賃金と

いったら、時給1,500円ではないかと私たちは主張しているわけです。物価高騰に合わせた

引上げをぜひやっていただきたいと思います。これは要望にとどめます。 

  それから、正規職員の配置なんですけれども、会計年度任用制度については、非公募での

再度の任用、非公募だから公募しないでそのまま継続しますよという任用期間が３年間とい

うふうに言われています。３年間というふうにしている自治体が多いというふうに聞き及ん

でおります。 

  そうしますと、３年目に入りましたから、今年度末には多くの会計年度任用職員が公募に

よって雇い止めになるのではないかと、こういう指摘もされているわけですけれども、本市

の対応はどうなるのか、確認をさせていただきたいと思います。 

  いずれにしても、以前より賃金が上がっても、有期雇用に変わりはないわけです。ですか

ら、業務の知識やスキルの蓄積がなくなってしまうわけです。これでは市民サービスの観点

から、大きな損失だと私は思います。ぜひ根本的には有期ではなくて正規の職員を採用する

というふうにしたいので、先ほどお話があったように、保育士だとか放課後指導員のお話も

していただきましたけれども、専門的な知識が必要な職員については、まずは正規職員を雇

うと、これを根本原則にしていただきたいというふうに思います。これは要望にとどめます。 

  それから、介護保険制度についてなんですけれども、給付費が上がって持続可能な制度に

ならないのではないかと、国の動向を注視するというお話だったと思うのですけれども、先

ほどもお話ししたように、地域支援事業、総合支援事業というふうにおっしゃいましたけれ

ども、総合支援事業については予算の上限が決められております。予算の範囲内で収めよう

とすれば、報酬を保険給付より低く抑えなければなりません。当然、利用時間も減らされて

います。 

  さらに言えば、介護保険の給付は保険事項に対する給付ですから、義務的な経費になって

います。予算が足りなければ、補正予算を組んでまでも決められた給付を実施しなければな

らない、その責任が自治体にあります。 

  これに対して、総合支援事業というのは裁量的経費なんですね。予算の範囲内で事業を行

うということになりますから、当然、要介護１・２の人たちが総合支援事業のほうに移行す

れば、一定給付制限、サービス制限が起こるのは当然のことなんですね。 

  だから、要介護状態になっても保険給付が受けられない、もう国家的詐欺と言われても仕

方がないのではないかと私は思います。見直しの撤回を求めるべきだというふうに思うわけ



【速報版】校正前原稿のため正式な会議録ではありません 

 

－39－ 

ですけれども、市長のご答弁をいただきたいと思います。 

  それから、２割の負担の対象拡大についてお話がありました。先ほどお話しした緊急調査

によりますと、「サービスの回数を減らしたり中止すると、どんな影響がありますか」の回

答に、一番多かったのが「筋力の低下や調子が悪くなる」、これが半分です。続いて、「会

話、コミュニケーションの機会が減る」というふうになっております。要介護状態が確実に

悪化するということは明らかなわけです。 

  ですから、負担を増やして要介護状態を悪化させる、このような保険制度がどこの国にあ

りますかと私は思います。かえって、給付が膨らむような制度では、当然成り立たなくなる

のではないかと私は思います。ぜひ厚生労働省に地方から声を上げていただきたいと思いま

す。これは要望にとどめさせていただきます。 

  先ほど都市軸道路のほうでご説明をいただきました。了解いたしました。ぜひ地域住民の

皆さんに、今後この道路整備がどういうふうに進められていくのかということについては、

説明会をまた開いていただきたいなというふうに思っております。計画の工程についてお示

しいただいた上で、住民説明会がいつ開催されるのか、もし分かれば、スケジュールを含め

てお示しいただきたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 工藤智加子議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  益子敏幸スポーツ健康部長。 

〔益子敏幸スポーツ健康部長 登壇〕 

○スポーツ健康部長（益子敏幸） 工藤議員の再度の質問にお答えいたします。 

  新型コロナウイルス感染症陽性者の届出の対象外となったかたに、ご自身で登録をしてい

ただくことについて、周知の徹底をとのご質問でございました。 

  埼玉県によりますと、陽性者登録窓口への登録割合につきましては、約９割とのことです

ので、登録をされていないかたがいるものと認識しているところでございます。このことか

らも、症状の悪化した自宅療養のかたが必要な医療につなげられるよう、引き続き陽性者登

録窓口の登録を、市ホームページなどを通じて呼びかけを行ってまいります。 

  また、医療機関においては、登録窓口の案内チラシを配布していると伺っております。引

き続き、県医師会と連携し、周知の徹底に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 木津雅晟市長。 
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〔木津雅晟市長 登壇〕 

○市長（木津雅晟） 再質問にお答えいたします。 

  こども家庭センターの対象となる児童につきましては、18歳未満と認識しておるところで

ございます。 

  次に、介護保険事業計画についてでございますが、第９期保険制度につきましては、給付

と負担の在り方について、今後取りまとめがあるとのことですので、国の対応を見守ってま

いりたいと存じます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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。 

  国の配置基準の見直しを待つことなく、市として保育園の環境改善を実施することにつき

ましては、私立保育園等に対しまして、市独自の配置基準に伴い、補助金等を交付すること

は行っておりませんが、市単独の補助といたしまして、正規職員の保育士に対し、月額３万

円の給与改善費を補助するなどの保育支援を実施しており、保育士の安定的な確保及び保育

の質の向上に努めております。 

  市といたしましては、保育現場における実情や実態把握に努めるとともに、環境改善につ

なげるための方策について、先進自治体の取組事例等、調査研究してまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 島村徹総務部長。 

〔島村 徹総務部長 登壇〕 

○総務部長（島村 徹） 再度のご質問にお答えいたします。 

  会計年度任用制度について２点ご質問いただきましたが、初めに、平均賃金の引上げ、

987円からの引上げでございますが、12月改定後、主な職種で申し上げますと、一般事務が

1,013円、保育士が1,281円、主任放課後ケアワーカーが1,532円、代替教員は1,238円となり

ます。 

  続きまして、２点目の会計年度任用職員を３年で雇い止めをするような自治体があるとい

うことで、三郷市の対応はどうかということでございますが、会計年度任用職員の募集に当

たりましては、任用の回数や年数が一定数に達していることのみを捉えて、一律に応募要件

に制限を設けることは、平等取扱いの原則や成績主義の観点から避けるべきものであり、均

等な機会の付与の考え方を踏まえた適切な募集を行うことが求められるとされているところ
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でございます。 

  これらの趣旨を踏まえ、または人事評価をはじめとする客観的な能力の実証に基づき、引

き続き、会計年度任用職員の公正な募集及び任用に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 相馬喜一建設部長。 

〔相馬喜一建設部長 登壇〕 

○建設部長（相馬喜一） 工藤議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  今後の住民説明会の開催予定はとのご質問だったと思います。 

  三郷流山線は県が施行主体となり、現在、事業を進めておりますが、今年の８月に開催後

のみさと団地北側の彦糸工区間の住民説明会につきましては、県から、今後、鉄塔の移設工

事の着手前や、道路の詳細設計が完了し道路構図が決定した際には住民説明会を開催したい

と考えていると伺っております。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 以上で工藤智加子議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 渡 邉 雅 人 議 員 

○副議長（佐藤睦郎議員） 通告第９、６番、渡邉雅人議員。 

〔６番 渡邉雅人議員 登壇〕 

○６番（渡邉雅人議員） それでは通告に従いまして、順次質問をしてまいります。 

  まず、自主財源施策についてです。 

  長引くコロナ禍の影響もあり、市税収入はさきの９月定例会で上程された令和３年度決算

では、個人市民税、法人市民税、固定資産税などの減収の影響により、トータルで前年度と

比べて９億3,607万1,750円、3.9％の減収となっており、コロナ禍解消の見通しがいまだ立

たない中、こうした市税収入の減少傾向がしばらく続いてしまうことが懸念されます。 

  また、国からの新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金などによる臨時

的な支援は、先行きが不透明な部分もあり、自治体独自の財源を確保することの重要性は、

コロナ禍前と比べてより高まってきております。 

  こうした状況の中、各自治体が自主財源を生み出すための様々な取組を模索しております。
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今回は、そうした他の自治体の取組をご紹介しながら、２点ほど本市でも実行可能なのでは

ないかという取組をご提案させていただきます。 

  まず、アの残骨灰についてです。 

  残骨灰とは、ご遺体が火葬され、ご遺族のかたが拾骨された後に残されたご遺骨のことを

指します。火葬や埋葬の在り方については、墓地埋葬法により定められておりますが、残骨

灰の取扱に関しては、法によって特段定められておらず、各自治体に委ねられております。 

  そのため、火葬場の敷地内などに保管しているケースや、業者に委託し埋葬するケース、

廃棄物として廃棄するケースなど、自治体ごとにその取扱は様々です。 

  そして、この残骨灰の中には、治療した歯や人工関節などに使われていた金や銀、プラチ

ナ、パラジウムなどの有価物が含まれていることがあり、抽出、精錬すれば、売却して収入

につなげることが可能となることから、近年、この残骨灰から抽出される有価物を有益なも

のとして売却し、火葬場整備や運営の財源に充てている自治体が増えてきております。 

  平成30年に厚生労働省が一部を除いた政令指定都市、東京23区、保健所設置市、その他無

作為に抽出した市町村の計141自治体を対象に実施した残骨灰の取扱に関する調査によると、

回答のあった94自治体のうち20の自治体が、残骨灰や有価物の売却益を収入としており、そ

のうち14の自治体は残骨灰をそのまま売却、６つの自治体は残骨灰から取り出した有価物だ

けを売却されているそうです。 

  この調査後も、こうした売却益を市の歳入とする動きは広がりを見せており、今年度には

京都市が初めて残骨灰から抽出、精錬した有価物の売却を実施、大分市が残骨灰の売却など

を踏まえて、その取扱に関するアンケートを実施、検討を前へと進めております。 

  一方で、残骨灰を取り扱うことは遺族感情や死生観という繊細な問題に関わる内容である

ため、残骨灰は遺骨の一部であるという考えなどに配慮し、残骨灰や残骨灰内の有価物を売

却することには慎重な姿勢を保っている自治体もございます。 

  そこで、参考となるのが、先ほど申し上げた大分市のアンケート結果です。大分市ホーム

ページで公表されているこのアンケート結果の総括によりますと、「残骨灰に含まれる有価

物を売却しても構わない」との回答が約８割を占め、「売却は好ましくない」と回答された

かたについても、売却方法や売却で得た財源が適切に使途されていることを周知すれば、こ

のような考えが解消、軽減されると考えられると記されております。 

  このアンケート結果を見る限り、市民に対して、残骨灰の取扱について遺族感情などに配

慮した上で真摯に説明を実施すれば、多くの市民から理解が得られるであろうということが
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推測されます。 

  そこで、本市においても、残骨灰や残骨灰内の有価物を売却し、自主財源の一部とするこ

とについてご見解をお伺いいたします。 

  次に、イのマンホール蓋広告についてです。 

  マンホールは、水道管や汚水用の配管、火災発生時の貯水槽、消火用の水道管、ガスの配

管など、それぞれ用途の違いはあるものの、いずれも必要に応じて点検、管理する際に、地

上から地下へ出入りができるように設置がなされており、そして、それ以外の場合に、人や

物が落下することがないよう、マンホール蓋が設置されています。 

  このマンホール蓋に関して、近年は、人通りが多い場所などでは、人目につくことの多さ

という利点を生かして、下水道事業など市の取組を広報するためのデザインマンホール蓋、

さらには、そこから派生したマンホールカードといった取組も広がりを見せております。 

  本市においても、日本一の読書のまち三郷市のデザインマンホール蓋が、三郷駅、新三郷

駅、三郷中央駅の周辺に設置されており、平成30年12月には、このデザインマンホール蓋の

マンホールカードの配布もなされました。 

  そのほかには、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、ギリシャ共和

国のホストタウンであることを記念してデザインされたマンホール蓋が設置されるなど、市

民にとっても、こうしたデザインマンホール蓋の認知度は着実に高まっております。 

 そして、こうした認知度、広報力を生かして、さらに一歩前進した取組として取り入れられ

始めているのが、マンホール蓋広告です。 

  マンホール蓋広告を平成30年度に全国で初めて取り入れた所沢市では、所沢駅や新所沢駅、

小手指駅などの市内各駅周辺や、市役所近くの並木通りといった、計８か所での広告募集に

加え、広告主側が希望する場所においても、随時、要望に対応する形でマンホール蓋広告を

募集しております。 

  費用としては、初期費用として、設置工事費が消費税別で４万円、１か所当たりの合計広

告料は、基本的には３年プランで税込み29万7,000円、広告主の都合に合わせて対応してい

る２年プランと１年プランでは、それぞれ26万4,000円と19万8,000円、当初の設置から５年

間まで認めている延長プランでは、36か月までは月額税込み8,250円、37か月から60か月ま

では税込み7,700円に設定されております。 

  そして、この条件で募集した広告により、スタート年度となる平成30年度は、半年分とし

て45万3,600円、令和元年度は152万3,400円、令和２年度は285万4,500円、令和３年度は280
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万6,100円の歳入を計上しているとのことでございました。 

  下水道などの生活インフラを整備するために設置されているマンホール、そしてマンホー

ル蓋は、今後も継続して設置され続けることが想定されることから、安定した財源となる可

能性を十分に秘めていると感じます。 

  本市においては、現在、デザインマンホール蓋を設置している三郷駅、新三郷駅、三郷中

央駅周辺や、多くのかたが利用されるららぽーと、イケア、コストコ、ピアラシティのイト

ーヨーカドーやビバホームといった大型商業施設周辺、地域住民だけでなく、市内外からも

催し物などで人が集うにおどり公園、三郷中央におどりプラザ、文化会館やピアラシティ交

流センター、瑞沼市民センター周辺など、広告効果が一定見込めるのではないかという場所

が複数存在しております。 

  そこで、こうしたマンホール蓋広告を活用し、自主財源を確保していくことについてご見

解をお聞かせください。 

  次に、ヤングケアラー支援についてです。 

  皆様もご承知のとおり、ヤングケアラーとは、障がいや病気、要介護などを抱えていて、

ケアを要する家族がおり、介護を担わざるを得ない状況で、家事や家族の世話などを行う18

歳未満の子どものことを指します。 

  そして、そうした状況により、進学や就職を断念せざるを得なくなってしまう、友人関係

が希薄になりがちで、孤立してしまうといったケースが見られ、ヤングケアラーに対する支

援の重要性は非常に大きなものとなっています。 

  また、令和２年に施行された埼玉県のケアラー支援条例では、第８条にヤングケアラーに

関する項目が設けられており、全てのケアラーへの支援が重要なのはもちろんでございます

が、特にヤングケアラーへの支援や対応には特段の注力が必要であることが、このことから

もうかがえます。 

  そこで、今回はこのヤングケアラー支援について２点お伺いをいたします。 

  まず、アの補助制度の活用についてです。 

  ヤングケアラーに対する支援の必要性が年々高まっていることを受けて、今年度から国に

よるヤングケアラー支援体制強化事業が開始されております。そして、この事業はヤングケ

アラー実態調査・研修推進事業と、ヤングケアラー支援体制構築モデル事業の２事業に細分

化されており、このうちヤングケアラー支援体制構築モデル事業に関する部分については、

さきの９月定例会において、鳴海議員からもご提案がありましたが、改めて概要をご紹介い
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たします。 

  まず、ヤングケアラー実態調査・研修推進事業は、ヤングケアラーの支援体制を強化する

ため、実態調査または福祉、介護、医療、教育等の関係機関職員が、ヤングケアラーについ

て学ぶための研修などを実施する地方自治体に対して財政支援を行うものとなっております。 

  補助金額は、都道府県及び政令指定都市と中核市及び特別区、そして市町村それぞれで異

なっており、市町村においては、実態調査把握に対して補助基準額が225万円、負担割合が

国と市でそれぞれ２分の１となっており、職員研修に対して、こちらは補助基準額が169万

5,000円、負担割合がこちらも国と市でそれぞれ２分の１となっております。 

  そして、ヤングケアラー支援体制構築モデル事業は、地方自治体におけるヤングケアラー

の支援体制の構築を支援するため、地方自治体に関係機関と民間支援団体等とのパイプ役と

なるヤングケアラー・コーディネーターを配置し、ヤングケアラーを適切な福祉サービスに

つなぐ機能の強化、ピアサポートなどの悩み相談を行う支援者団体への支援、ヤングケアラ

ー同士が悩みや経験を共有し合うオンラインサロンの設置運営・支援などに対して、財政支

援を行うものとなっております。 

  こちらも先ほどと同じく３つに補助金額が分かれており、市町村においては、ヤングケア

ラー・コーディネーターの配置に対して補助基準額が631万2,000円、ピアサポート等相談支

援体制の推進に対して補助基準額が253万9,000円、オンラインサロンの運営・支援に対して

補助基準額が171万円となっており、負担割合はいずれも国が３分の２、市が３分の１とな

っております。 

  そして、厚生労働省にも聞き取りを行ったところ、この補助制度は令和５年度も継続予定

であるということでございました。 

  ヤングケアラーは、支援が必要であっても表面化しにくい構造であるとも言われており、

支援策を検討するためには、まずは都道府県、市区町村単位でしっかりと実態を把握するこ

とが重要であると言われております。 

  そこで、こうした補助制度を活用して、実態把握、そして適切なサポートへつなげるため

の仕組みを整えることについてご見解をお伺いいたします。 

  次に、イの民間企業との連携についてです。 

  こちらはヤングケアラー支援について積極的に事業を展開している兵庫県神戸市の取組を

まずはご紹介させていただきます。 

  神戸市は、18歳未満と定義されているヤングケアラーの対象を20代のかたまで拡大し、
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「こども・若者ケアラー」と定義して支援を進められております。 

  こども・若者ケアラー専門の相談窓口の設置や、交流情報交換の場の開催、子どもケアラ

ー世帯への訪問支援事業、こども・若者ケアラー世帯への配食支援モデル事業といった多く

の取組が実施されている中で、特に先進的と感じたのは、民間の介護事業者と連携し、ヤン

グケアラーに対して、家族や自らが息抜き、介護や医療の業界ではこの息抜きのことをレス

パイトと呼びますが、このレスパイトをする機会や、就労に向けた支援を提供するという事

業です。 

  24時間、365日、心身ともに緊張感を持って介護に臨まなければならないかたにとって、

一時的にでも介護から開放され、リフレッシュすることができる機会をつくること、いわゆ

るレスパイトケアは、持続可能な介護を実施するために非常に重要となってきます。学業な

どにも励み、かつ多感な時期であるヤングケアラーのかたにとって、その重要性はさらに大

きなものとなります。 

  そこで、この事業では、神戸市の「こども・若者ケアラー相談・支援窓口」に相談などを

寄せたケアラー本人と、要介護認定を受けているご家族を対象に、レスパイトの支援として

ケアラーか家族、もしくは両方が連携している事業者が運営する兵庫県内の有料老人ホーム

に、食事付きで最長２泊３日、１世帯で年２回まで無料で泊まれるといった支援が実施され

ております。 

  そして、就労支援としては、有料老人ホームで清掃や洗濯などを担当するアルバイトの紹

介や、家族のケアの状況を踏まえ、勤務時間や急な欠勤などに柔軟に対応し、支援担当者を

配置して、働くことへの不安などの相談にも乗るという支援が実施されております。 

  神戸市においては、民間の事業者のほうから問題提起があり、ご紹介した市との連携事業

につながったようですが、こうした民間企業との連携は、支援の幅を広げることに対して大

いに力になると考えます。 

  本市においても、神戸市で実施されているこうした事業の内容はもちろんすばらしいもの

ではありますが、そこにこだわることなく、民間企業との連携で実施できる支援を模索し、

そして実際に市からも民間企業へ働きかけることで、ヤングケアラーへの支援の幅を広げて

いくべきではないかというように考えますが、ご見解をお聞かせください。 

  以上で１問目を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 渡邉雅人議員の質問に対する答弁を残して、暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 １時４８分 

 

再開 午後 ２時０５分 

 

○副議長（佐藤睦郎議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

  渡邉雅人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） 渡邉議員の１、財政問題、１、自主財源施策についてのア、残

骨灰についてお答えいたします。 

  本市では、火葬した後の残骨灰処理につきましては、現在、火葬業務と併せて業務委託を

して、その処分を行っているところでございます。 

  なお、有価物については売却を行っておりません。 

  また、近隣の斎場を確認したところ、有価物の売却は行っていない状況でございます。 

  残骨灰からの有価物の活用の取組につきましては、これまでの廃棄物処理が困難になった

ことを契機に取組を始めた自治体や、市民へのアンケートを実施している自治体がある一方、

火葬による副葬品からの有価物であるため、遺族感情などに配慮し、取組をしていない自治

体など、様々な事例があると受け止めております。 

  近年は、コロナ禍で執り行われる葬儀となり、以前とは葬儀に対する考え方が変わり、家

族葬など親族だけで行う葬儀も多くなっている実情から、より遺族のかたに配慮した斎場運

営が重要であると考えております。 

  議員からご提案がありました残骨灰の有価物の有効活用につきましては、自主財源を生み

出すための一方策と考えております。これらを踏まえ、今後、有価物の有効活用をしていく

上での課題などを確認するため、実施自治体の情報を収集するとともに、近隣自治体の動向

を注視してまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 相馬喜一建設部長。 

〔相馬喜一建設部長 登壇〕 

○建設部長（相馬喜一） 私からは、１、財政問題、１、自主財源施策についてのうち、イ、

マンホール蓋広告についてお答えいたします。 
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  三郷市の公共下水道事業は、生活環境の向上及び河川などの公共水域の水質改善を図る目

的として、昭和50年から整備に着手し、現在、市内には約420キロメートルの下水道管を布

設しておりますが、その管路を点検するため、約１万2,000基のマンホールを設置しており

ます。 

  マンホール蓋につきましては、下水道事業に対するイメージアップを図るため、市の花で

ある「さつき」を描いた蓋のほか、議員からもお話がありましたとおり、最近では、ホスト

タウンで交流のあるギリシャ共和国や、「日本一の読書のまち」をモチーフにしたデザイン

マンホール蓋を作成し、市内の３駅周辺やセナリオハウスフィールド三郷の周辺に設置し、

普及啓発活動を促進しております。 

  現在、下水道施設の維持管理の費用につきましては、主に下水道使用料の収入で賄ってお

りますが、今後、人口の減少や節水型社会の進展などの社会構造の変化に伴い、下水道使用

料収入の伸びは緩やかになっていくものと見込んでおります。 

  また、継続的な公共下水道事業の運営を行っていくためには、自主財源の確保が重要でご

ざいますので、現在、実施している水洗化率を向上させるための接続勧奨などの普及啓発活

動に加えて、新たな施策が求められております。 

  議員ご提案のマンホール蓋の広告につきましては、広告料収入として継続的な収益が見込

めることから、新たな財源を確保する１つの施策として有効であると考えております。 

  そのため、今後、マンホール蓋の老朽化に伴う交換時期や、広告掲載が可能なマンホール

蓋の設置費用に対する費用対効果などの検証のほか、人通りが多い歩道などへの設置がより

効果的であることから、歩行者や自転車に対する安全対策や、景観に対する配慮などを含め

た課題の整理と併せて、他市の事例など情報収集を行いながら調査研究をしてまいりたいと

存じます。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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） 渡邉議員の２、福祉問題、１、ヤングケアラー支援についてのイ、

民間企業との連携についてお答えいたします。 

  福祉分野において、高齢者や障がい者、生活困窮者への支援をはじめとする様々な施策に

おいて、民間事業者を含む多くの団体にご協力をいただき、地域を支える活動をしておりま

す。 
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  近年、ヤングケアラーの問題が広く認知されるようになり、渡邉議員ご案内の神戸市の例

のように、日常的に市民と接しておられる福祉関係の事業所などで、何らかの支援に関わり

たいというお考えをお持ちのかたもいらっしゃるものと思われます。 

  このため、行政の側からだけでなく、民間企業の知見やマンパワーを取り入れ、ヤングケ

アラーなどを含む地域の課題解決に生かすことは有意義なものと考えております。 

  ヤングケアラーが必要とする支援は、個々の状況によって異なることや、現在のコロナ禍

において、事業所によっては外部の人の受入れが難しい場合もございますが、今後も機会を

捉えて連携を深めてまいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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、２、福祉問題の１、ヤングケアラー支援について、

順次お答えいたします。 

  初めに、ア、補助制度の活用についてでございますが、ヤングケアラーは、家庭における

家事や介護の担い手不足だけでなく、貧困やジェンダーなど複数の課題に起因する場合もあ

り、また、本人に自覚が生じていないこともございますことから、本人の意向や家族等の課

題も踏まえた、十分な配慮と複合的な支援が必要であると認識しております。 

  ヤングケアラーの実態把握といたしましては、令和２年度に全国に先駆け、埼玉県におい

て全ての高校２年生を対象とした調査が行われ、約4.1％の生徒がヤングケアラーに該当す

ることが分かりました。 

  県ではケアラー支援条例を制定したほか、啓発のため、ヤングケアラーハンドブックを県

内の小・中・高校において配布し、今年９月からは、気軽に悩み相談を行えるピアサポート

のＬＩＮＥ相談窓口として、埼玉県ヤングケアラーチャンネルを開設しており、本市におき

ましても、その周知に努めているところでございます。 

  ヤングケアラー支援に係る国の補助事業としては、議員にお示しいただきましたとおり、

実態調査やヤングケアラー・コーディネーターの配置、研修の推進、また、児童福祉法の改

正による子育て世帯訪問支援事業等がございます。 

  これら補助制度の活用を検討し、誰一人取り残すことのない適切なサポート体制を構築す

るため、県において広範に推進していくべきものと、市町村においてきめ細やかに行うべき

ことを整理し、実態の把握に努めてまいりたいと考えております。 
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  続きまして、イ、民間企業との連携でございますが、ヤングケアラーに対する支援には、

行政機関だけでなく、福祉、医療、教育、労働等、各分野の民間企業や団体との幅広い連携

が、より適切な支援につながるものと認識しているところでございます。 

  今後につきましては、国や県の動向を注視するとともに、民間企業との連携に係る先進事

例等を調査研究してまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 渡邉雅人議員。 

○６番（渡邉雅人議員） それぞれご答弁をいただきましてありがとうございました。再質問

と要望をさせていただきます。 

  まず、自主財源施策についてですが、アの残骨灰については、今後、残骨灰内の有価物を

活用することに関して、実施している自治体の情報収集や近隣の自治体の動向を注視してい

くといったお話でございました。 

  そして、遺族のかたへの配慮という点に触れていただきましたが、この点に関して、１問

目でもご紹介した大分市では、アンケートの実施後に弁護士や大学教授、社会福祉協議会の

理事などの有識者が集まって、「残骨灰処理のあり方検討会議」というものを、令和４年９

月以降実施されておりまして、本日時点で10月19日に実施された第２回検討会議までの議事

内容、これのまとめが市のホームページで公表されております。 

  議事内容の資料を見ると、検討会議の中では遺族への配慮に対しても議論がなされており

まして、日常的に有価物は価値のある資源であるということを周知することによって、市民

からの理解を得られるように努めていくべきであるといった意見であったり、あとは有価物

の売却益については、葬祭場関係の施設整備と運営に充てることが適当であるという意見で

あったり、あるいは、残骨灰の取扱いに当たっては遺族の心情に配慮し、宗教的感情の対象

として取り扱うということを前提として、後々のトラブル防止も含めて丁寧に説明をした上

で同意書を取ることなどを検討すべきといった意見、そして、残骨灰の分類について、ご遺

骨と有価物をきちんと分類をして、そしてご遺骨はきちんと供養して、有価物はリユースを

していくということを丁寧に説明するべきであるといった意見など、様々な意見が交わされ

ておりました。 

  このアンケートや検討会議、ご答弁でもちょっとおっしゃっていましたけれども、まさに

コロナ禍の中で実施されたものでございますので、このコロナ禍という状況などから、より

遺族のかたへ配慮した斎場運営が重要であるというお考えについて、その部分について大い
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に参考になる内容なのではないかなというふうに思いますので、ぜひ詳細な会議内容なども

問い合わせていただいて、役立てていただければなというように思います。 

  そして、本市における火葬業務の委託費、令和４年度予算では年間1,736万8,000円、そし

て斎場管理事業トータルでは7,266万8,000円、これは決して小さい金額ではございませんの

で、ぜひこの残骨灰の有価物の売却によって、そのうちの何割かでも捻出していけるといい

のかなというふうに考えていますので、ぜひ前向きな検討を進めていただきますことを重ね

てお願い申し上げます。こちらは要望です。 

  次に、イのマンホール蓋広告についてですが、継続的な収益が見込めるため、新たな財源

を確保するための施策として有効に考えていらっしゃるというお話でございました。そして、

費用対効果の検証、これをはじめとした課題の整理を併せて情報収集を行っていきたいとい

うお話でございました。 

  まずは自主財源、この施策の１つとして有効性を感じていただけているという点について

は安心いたしました。 

  そして情報収集についてですが、１問目でご紹介した所沢市のほかにも、現在、私が調べ

たところ、大阪府の枚方市では令和２年度から、そして同じく令和２年度から福岡県の中間

市においてもこのマンホール蓋広告事業が実施されるなど、幾つかの自治体がこうした取組

を始めていらっしゃいます。 

  １問目でも申し上げましたが、全国で最初にこの取組を始めた所沢市が平成30年度からの

スタートということでございますので、新しい取組ということになります。なので、他市の

事例を十分に収集した上での検証というものが少し難しい面もあるかもしれませんが、ただ

全国的にもこの取り組んでいる自治体がまだ少ないということは、他市に先んじて導入をす

ることで、先行した利益を得られるという可能性があるのではないかなという面もあると思

いますので、ぜひちょっと積極的に情報収集や検証を実施していただきたいと思います。 

  所沢市における取組についてもう少しご紹介をさせていただきますが、マンホール蓋広告

を実施する上での問題点として、広告主から夜間では目立たなくなってしまうといったお話

があったそうです。それと同時期に、株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡのクールジャパンの発信拠

点である「ところざわサクラタウン」の開業が決まったと、これを好機と捉えてメーカーと

共同開発をされ、夜間では目立たないという問題点を解決するためのものとして、令和２年

８月に株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡを契約の相手方として最寄り駅から「ところざわサクラタ

ウン」までの道のり、約１キロあるそうですが、この間に28基のイルミネーションマンホー
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ル蓋広告、これを導入されたそうです。 

  このイルミネーションマンホール蓋は、当然夜間に光るわけなので、夜間における広告効

果を向上させることはもちろんなんですが、足元を照らすことで、歩行者の安全であったり

とか防犯に対しても貢献していると、そしてまた電源にソーラーパネルによって発電した電

力を使用している。このことによって、環境に配慮した仕様となっている点も特徴ですよと

いった話がございました。 

  こうした広告効果はもちろんなのですが、それだけではなく、安全面や防犯面でのメリッ

トという点も含めて、マンホール蓋広告、これについて前向きにご検討いただければと思い

ます。この点に関しても要望でございます。 

  最後に、ヤングケアラー支援に関してなのですが、福祉部長、そして子ども未来部長から

ご答弁をいただきました。 

  まず、アの補助制度の活用に関してですが、県の事業の周知に今現在努めていただいてい

る、そしてその上で、今後、補助制度の活用を検討して、県において広範で推進していくべ

きものと、市町村においてきめ細やかに行うべきもの、これを整理して実態の把握に努めて

いきたいといった趣旨のお話でございました。 

  おっしゃるとおり、まず適切な支援のためには、まず正確な実態把握は必須かなというふ

うに思います。そして、ご答弁の中では埼玉県の高校２年生を対象とした調査結果について

触れていただきましたが、市町村においてきめ細やかに行うべき支援、これを見極めるため

には、より詳細な実態把握が必要となるのではないかなというふうに思います。 

  本市におけるヤングケアラーの実態把握については、９月定例会におけるご答弁の中で、

ケアラー月間の周知であったりとか、相談体制の整備であったりとか、そういった相談する

側が声を上げないと、なかなかそれが届かない、把握ができないというような、ある種、受

動的な部分に頼っているというような内容であったかなと思います。 

  今もヤングケアラーとして日々苦慮されているかたに対して、実態把握から適切な支援へ

と迅速につなげていくためには、市としてより積極的な働きかけが必要なのではないかなと

いうふうに感じております。 

  １問目でご紹介したヤングケアラー支援体制強化事業、このうちヤングケアラー実態調

査・研修推進事業、これが実態把握に対する取組への支援に該当するわけですが、厚生労働

省子ども家庭局長名義で各都道府県知事、そして市町村長、そして特別区長宛てに出されて

おります「ヤングケアラー支援体制強化事業について」の通知文では、より積極的な実態調
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査、把握をするための方法として、アンケート調査またはヒアリング調査を実施することな

ども事業の対象となるということが明示されております。 

  そこで、１件再質問なのですが、本市における詳細なヤングケアラーの実態を把握するた

めのアンケート調査やヒアリング調査、これをヤングケアラー実態調査・研修推進事業、こ

れを活用して実施をして、そして適切な支援へ早急につなげていくべきなのではないかとい

うふうに考えますので、ご見解を子ども未来部長にお伺いいたします。 

  そして、イの民間企業との連携については、まず子ども未来部長からは各分野の民間企業、

あるいは団体との連携がより適切な支援につながるというふうに認識をしている。そして、

民間企業との連携に係る先進事例、これを調査研究していきたいというお話でございました。 

  そして、福祉部長からは行政の側からだけではなくて、民間企業などの知見やマンパワー

を取り入れることが課題の解決に生かすこと、これが有意義なものであるというふうに考え

ています、と。そして、今後も機会を捉えて連携を深めていきたいといったようなお話だっ

たかと思います。 

  １問目でご紹介したような２泊３日のレスパイトケア支援、これなどはなかなか行政のみ

では実施が難しい内容なのかなというふうに思います。まさに民間の力で実施できている好

例であるというふうに思いますので、ヤングケアラーと一口に言っても、必要な支援は様々

であることは容易に想像ができます。 

  まずは、アの補助制度の活用、こちらで今ご提言をさせていただきましたが、詳細な実態

把握が急務になるとは思いますが、そこから先に実施していく支援において、幅広い選択肢

があるということは、大いに意義があるのではないかなというふうに考えますので、ぜひ市

内の介護事業者であったり、あとは福祉関連のＮＰＯも市内にあるというふうに伝え聞いて

おります。こうした団体に積極的に働きかけていただいて、そして支援の多様化、これを実

現していただけたらなというふうに思います。この点は要望です。 

  以上で２問目を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 渡邉雅人議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  須賀加奈子ども未来部長。 

〔須賀加奈子ども未来部長 登壇〕 

○子ども未来部長（須賀加奈） 再度のご質問にお答えいたします。 

  より詳細な実態把握のため、補助事業を活用したアンケート調査等を行うことについてで

ございますが、一人ひとりの状況に配慮した適切な支援につなげていくために、実態把握は
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大変重要であると考えております。 

  手法につきましては、今後、国や県、他市の取組について十分に研究した上で、関係部署

とも連携し、実態把握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。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 以上で渡邉雅人議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 加 藤 英 泉 議 員 

○副議長（佐藤睦郎議員） 通告第10、15番、加藤英泉議員。 

〔１５番 加藤英泉議員 登壇〕 

○１５番（加藤英泉議員） 元の鳥取県知事が地方議会はシナリオありきの田舎芝居であると

いうようなことをおっしゃっておりました。こんなことにならぬよう、しっかりと質問をし

てまいりたいと思います。 

  また、風の子園と市側の協議の中での発言をそのままお伝えする場面があります。お聞き

にくいところはご容赦いただきたいと思います。 

  それでは通告に従い、順次質問をさせていただきます。 

  １、保育問題、１、みさと市幼児教室風の子園の存続に向けて。 

  本年９月定例議会において、私の質問にはほとんど答えられておりませんでしたので、再

度質問させていただきます。 

  錯誤の報告に至った経緯については９月議会で申し上げましたが、風の子園の本意、本懐

ではなく、市側の対応という難局の打開に苦慮し、判断に迷い、令和３年10月に錯誤の報告

をしてしまったということでありました。 

  しかしながら、昨年10月以降も協議は継続されておりまして、９月の定例議会後におきま

しても、既に会議も２回行われており、建設的に協議が進められているとお聞きしておりま

す。 

  そんな中、協議中にもかかわらず、11月15日発行の市議会だより191号の私の質問に対す

る部長の答弁記事では、運営組織より令和７年度末をもって運営を終了する旨の報告をいた

だいていると締めくくっています。この出し抜かれたと思われる不測の記事により、風の子

園には問合せが殺到し、保護者の皆様の不安、不信の声や問合せが多々ある中でも、園のほ
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うは変わらぬ保育環境を保っていると聞いております。 

  そこで、今回は協議における市側の対応も含め、議事録を交え、質問させていただきます

ので、へし折らず、かつ、漏らさず丁寧な答弁を求めます。 

  そして、市民のために、三郷市の住みやすさ、子育てにおける他自治体との差別化のため

にも、風の子園の恒久的な継続を重ねて要請するものであります。 

  ア、令和４年９月定例会における生涯学習部長の答弁について。 

  風の子園と市側の間では、昨年の10月以降も両者間で運営等について協議が行われている

ことは、生涯学習部長はご存じだと思います。私の一般質問前の９月初旬にも、令和８年度

以降も風の子園を存続するための協議について、担当課に９月の日程のメールを送っている

わけであります。 

  部下には仕事の指示をしておいて、協議中であるにもかかわらず、議会だよりの記事は閉

園の結論と捉えられかねず、答弁記載は到底承服できるものではありません。本日、ここに

答弁の訂正を求めます。 

  議会だよりの記事を読んで、また話を聞いて、なぜなのか、理解できないというかたや、

今後を憂慮された、またされているかたなど、市民の間には不安や心配をされているかたが

たくさんおられますので、「広報みさと」等にも訂正記事を掲載することを求めます。 

  イ、幼児教育・保育の無償化制度について。 

  令和元年度に内閣府の定める基準を満たしていない場合でも、無償化の対象とする５年間

の猶予期間が設けられておりましたが、それを利用せず、市側が風の子園は幼児教育・保育

の無償化の対象外施設だが、市独自で補助金を出す約束をさせてもらうから、向こう５年間

で国の無償化対象施設移行に取り組むか、もしくは閉園する案もある旨を示しておられ、圧

力としか思えないものでした。 

  令和３年度からは、文部科学省の地域子ども・子育て支援事業の補助金に変えたようです

が、風の子園には令和３年度2,063万3,980円の収入があり、三郷市からの補助金は493万

1,400円でしたが、その他の補助金の1,570万2,580円の内訳をお答えいただきたいと思いま

す。 

  ウ、風の子園が閉園しなければならない理由について。 

  ９月議会で風の子園がなぜ閉園しなければならないのかの質問に、近年の少子化の中で、

その役目が終わったからという答弁でありました。その真意を尋ねましたら、設置当初の行

政目的である待機児童の解消の手段としての役割は果たしたと捉えていると答弁されました
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が、その答弁の根拠を調べておりましたら、市側は幼児教育を子どもの数で考えている節も

あるようで、令和４年５月１日現在で1,519人が私立幼稚園に通っている、幼稚園の定員数

から計算すると、61.62％の在籍率で、もうすぐ６割を切ってしまう。令和元年５月１日現

在の幼稚園の定員数は1,800人で、５年間で300人減っている状況がある。在園数が減ってい

る状況から判断していくと、風の子園は幼稚園類似施設であるので、幼稚園と同様に減って

いくという見解を根拠にしているようですが、風の子園に至っては、在籍数が減少している

ことはなく、市側の甚だしい事実誤認と偏見があると思います。 

  これは近年、女性の就業が増えたために、子どもを長時間保育の認定こども園、あるいは

保育所に預ける傾向があるために、幼稚園児数が減少しているという現状があります。この

ことは百も承知だとは思いますが、風の子園は50年近くにわたり幼児教育、保育の役割は十

分過ぎるほど果たし続けており、市内に１つしかない公設民営の風の子園、三郷市の子育て

政策の喧伝に利用すべきものであります。 

  令和元年６月議会において、市長は風の子園について触れ、「地域や保護者の多様な幼児

教育ニーズを捉えた教育活動を行う実態等がある施設である」と、発言されておられます。 

  また、市長はさきの所信表明においても、予算編成方針においても、子どもたちの成長を

見守る、夢を育む、切れ目のない子育て支援、先ほども言われておりましたけれども、これ

を重点的に実施する必要性を説いておられ、誰一人取り残さない幼児教育をすべきときに、

役割が終わったという認識はとても行政の判断とは思えない発言であります。役割が終わっ

たのではなく、時代の流れ、子育て環境の変化に合わせて、新たな役割を公設民営だからこ

そ担ってもらうべきだと考えます。これについて答弁を求めます。 

  エ、他の保育施設からの入園希望者や入園拒否された子どもの受入れについて。 

  心身に障がいがあったり、その疑いがある子どもは、他の施設では保育場所が隔離される

傾向があったり、それ以前に入園・入所受付や受入れを拒否されたりすることがあります。

風の子園はほとんど差別なく受け入れ、ほかの子どもたちと一緒に保育されていますので、

保護者のかたも安心してお預けしており、市の職員のかたも受け入れされていることに尊さ

を感じておられることと思います。 

  風の子園のような施設がなくなった場合、入園・入所を断られた子どもたちの受入れにつ

いて、市はどのようにお考えか、伺います。 

  オ、他の保育施設から入園・入所を拒否され、風の子園が受入れている園児等の調査につ

いて。 
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  前問に関連して、風の子園がほかの施設から入園・入所を断られた子どもを受け入れてい

ることに関して、これを市側は受け皿という表現を使い、このことが議会で議論になったと

いうことを風の子園側に言っておられます。 

  答弁がなかったので、私にはそれを議論した記憶もないのですが、市側はなぜかしきりに

受け入れている園児や保護者の人数、園内での割合等を聞き出したがっており、「公表する

ことはありません、大体どのくらいおられるのかということが、庁内の子ども政策室や障が

い福祉課の職員と話をする中で話題になっている。公表が目的ではないので、正確でなくて

もいいので、割合としてどのくらいか。取扱いには当然気をつけますので」と、かなりのし

つこさのようでありました。 

  また、「手法を考える中で集められるものをたくさん集めたいので」と、何度も執拗に聞

きたがっていたようであります。 

  これは閉園ありきを前提に、閉園後の障がいのある子どもたちの受け皿探しのための調査

ではありませんか。人権に関わることなので、風の子園や障がいをお持ちのご家族には失礼

なことだと思います。こんなことがまかり通っていいものか、即刻やめるべきだと思います。

これは教育長に答弁をお願いいたします。 

  カ、長寿命化計画に基づく園舎の改修を行わない理由について。 

  風の子園側との話し合いの中で、市側は、風の子園の建物は令和８年３月末で耐用年数が

来てしまうので、行政として使ってもらう耐用年数を超えてしまうと、お子さんたちの安

心・安全を考えると、なかなか耐用年数を過ぎてもいいですよとお貸しすることはちょっと

できないということで、期限までに考えなくてはいけない大きな課題です。 

  風の子園を建設してくれた業者が来られたので見てもらったら、「令和８年度までは耐震

上、安全に使って大丈夫でしょう」という確認ができました。また、「このままでは耐用年

数を超えては使えないが、補修をかければできます。この工事に関しては、通常の公共施設

の場合は、公が設置・運営しているので単純なのですが、風の子園の場合は、公が設置して

民間で運営をしているので、市が一方的に決められないところがあります」と言っていなが

ら、「公設なので、我々の施設のところは我々が判断しなければいけないところです」とも

言っておられます。 

  そして、このようなことも言っています。「風の子園以外にも市はやらなければいけない

様々な業務があって、それらにもお金を投入しなくちゃいけないので、あとはどうやって予

算を組んでいくかというところなのです。風の子園だけに投入する、第一優先というのは、
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いろんな状況、社会状況、特に市としては判断していくというところが一番大きなところな

んです。風の子園だけに投資というのは、これまで財政や組織の話をしていく中で、状況と

しては難しいです」と訳の分からないことを言っておられます。 

  予算申請のやり方が分からないわけではないでしょうが、のらりくらりと全くやる気が見

られず、異常なことであります。 

  そこでお聞きします。風の子園だけに投資する状況にないということは、いつ、組織のど

この段階で決められ、また、風の子園だけにできないということは、ほかの投資対象は何と

何と何があるのか。生涯学習部の中だけでも結構ですので、全てお答えください。 

  市の建物は、耐震と長寿命化計画に基づいて工事が行われておりますが、風の子園は公設

民営ではありますが、公設でありながら、それらの計画がありませんし、3,500万円という

見積りを取りながらも、令和元年からいまだに予算申請された形跡もありません。 

  市長も所信表明の中で、市民の安心・安全の確保を基本とすると申されており、また、令

和５年度予算編成方針の中で、公共施設等の適正管理を図るため、長寿命化対策の実行の必

要性も申されております。いつ地震等の自然災害があるか分かりません。少子化の中、大事

な子どもを収容する建物で事故があった場合、市の責任は逃れません。市としての修繕計画

がないのはなぜなのか、お尋ねいたします。 

  また、耐用年数が３年余りとなってしまった今日現在、市側も風の子園に対し、「建て替

えの補助金があるのか、ないのか、どうかと投げかけたりも再度しているところです」とも

言われておりますが、補助金ということは、風の子園側で建て替えをすることを前提にして

おられるのか、また、「改修するよりは建て替えて減価償却しながら長く使って少しずつ払

うみたいなほうがいいかなとは思っています」とも話しておられます。 

  修繕計画の内容なのであれば建て替えをお考えだと思いますが、修繕、建て替えのどちら

をお考えなのか、つじつまが合うようにお答えをいただきたいと思います。 

  キ、風の子園の建て替え・移設建設について。 

  瑞木小学校の西側にある、当初は消防署建設用地とされていて、諸般の事情で当地におけ

る消防署の建設は行われず、４市１町の消防指令庁舎の建設用地も越谷市に決まったような

お話を承りました。 

  現在も空き地となっておりますが、風の子園の閉園が老朽化によるものということであれ

ば、現在位置での建て替え、あるいはここのもとの消防署用地に風の子園の移転を考えても

いいのではないかと思います。市長にお伺いいたします。 
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  ２、まちづくり問題、１、市街化調整区域の市街化区域への編入について。 

  11月25日、東京都は首都の玄関口、東京駅と臨海部の6.1キロメートルを結び、東京駅か

ら有明、東京ビックサイト駅まで７駅を設置し、2040年頃の開業を目指すとする地下鉄新線

の事業計画案を発表しました。 

  将来的には、羽田空港と都心を結ぶＪＲ東日本の羽田空港アクセス線、茨城、千葉方面と

秋葉原をつなぐつくばエクスプレスとの接続も将来的に検討するということで、当議会にお

いても、何度も要望が取り上げられましたが、いよいよＴＸの東京駅延伸が現実味を帯びて

きました。 

  この機に及んで、三郷市としても、現在、約50％ある市街化調整区域を市街化区域に編入

し、少子化の中でも三郷市が永続的に発展するよう、生き残れるよう、あらゆる施策を講じ

ていく必要があります。そのためには、今から区画整理事業をしっかり行い、市街化区域を

増やし、人口増を図るために企業誘致を積極的に行い、特に働く場所としての工場用地を確

保し、また、そこに働く人たちの住宅用地も併せて準備する。 

  先般、草加市が区画整理事業を行いました。申込みが殺到したといい、そんな中、三郷市

はいつまでたっても工業系の施策をやってくれないからと、事業拡張のため工場の移転をさ

れた企業がありました。 

  また、中国進出企業においては、新型コロナウイルス感染後の中国国内での創業がままな

らず、中国の決まりで年10％の人件費の高騰、輸送費の増大等で、日本で生産したほうが中

国で生産するより３分の１のコスト削減ができるという事例もあり、日本に戻ってきている

企業もあり、他市に先駆けて、三郷市発展のため一考の余地があると思いますが、市長にお

伺いいたします。 

  以上で１問目を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 加藤英泉議員の質問に対する答弁を求めます。 

  木津雅晟市長。 

〔木津雅晟市長 登壇〕 

○市長（木津雅晟） 加藤議員の質問にお答えいたします。 

  初めに、１、保育問題の１、みさと市幼児教室風の子園の存続に向けてのキ、風の子園の

建て替え・移転建設についてお答えいたします。 

  昭和50年代における本市の人口急増期に幼稚園待機児童解消のため、昭和50年に第１幼児

教室が幼稚園類似施設として設置され、施設用地と建物を市が貸与し、保護者を中心とした
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組織体制で運営が開始されました。 

  その後、昭和51年には第２幼児教室も設置され、昭和56年に愛称が風の子園となりました。

平成12年には２教室が統合され、現在まで47年間、運営が行われております。 

  また、風の子園は幼児教育・保育無償化制度の対象外の施設であるため、本市では国によ

る無償化制度の開始に合わせ、令和元年10月から無償化制度の対象施設と同水準の利用料の

補助につきましても、独自の施策として実施してまいりました。 

  しかしながら、現在、風の子園の開設当初における市内の認可幼稚園の不足は改善され、

幼稚園の待機児童も解消されております。 

  また、国内の少子化がさらに進むものと予測されている状況において、市として多額の公

費を投じて「みさと市幼児教室風の子園」の建て替えや移転建設を行うことにつきましては、

困難であると考えております。 

  次に、２、まちづくりの問題の１、市街化調整区域の市街化区域への編入についてお答え

いたします。 

  市街化区域と市街化調整区域を区分する、いわゆる区域区分制度は、公共施設整備による

良好な市街地の形成、農地との健全な調和、市街地における良好な環境の確保など、地域の

実情に即した都市計画を立案していく上で、根幹をなすものでございます。 

  私はこれまで、将来都市像である「きらりとひかる田園都市みさと～人にも企業にも選ば

れる魅力的なまち～」を目指し、ゆとりと豊かさを真に実感できるまちづくりに取り組み、

市街化区域編入と併せ、土地区画整理事業などを中心とした都市基盤整備により、拠点の整

備を実現してまいりました。 

  これまでの取組により、多様な都市機能の集積に加え、大型商業施設や流通施設に代表さ

れる企業が立地し、多くの雇用が生み出され、税収の増加などにより一般会計当初予算は15

年連続の増加、また、人口も10年連続で増加するなど、本市のまちづくりは着実に発展して

まいりました。 

  今後も引き続き、これまでに築き上げた成果を活用しながら、本市の交通利便性などのポ

テンシャルを最大限に生かし、第５次三郷市総合計画に掲げる重点テーマの１つでもある

「持続可能な拠点の形成～まちづくりは道づくり～」に基づき、土地区画整理事業を含め、

様々な施策を展開し、魅力と活力のある持続的に発展するまちづくりを進めてまいります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 大塚正樹教育長。 

〔大塚正樹教育長 登壇〕 
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○教育長（大塚正樹） 私からは、１、保育問題の１、みさと市幼児教室風の子園の存続に向

けてのオ、他の保育施設から入園・入所を拒否され、風の子園が受け入れている園児等の調

査についてお答えいたします。 

  風の子園では、障がいの程度にかかわらず、同じ場所でともに学ぶ幼児教育が行われてい

ると聞き及んでおりますが、障がいの状態や一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指

導や必要な支援を行う特別支援教育につきましても、共生社会の形成には必要不可欠なもの

であると認識しております。 

  市の担当者による調査につきましては、令和４年９月議会における加藤議員の一般質問に

おいて、担当部長が「他の保育施設で入園拒否された子どもたちについて、事実確認は難し

いところではございますが、関係部署と連携をし、まずは現状の把握に努めてまいりたいと

考えております」と発言しており、風の子園の現状について聞き取りを行ったものでござい

ます。 

  今後の現状把握のために、聞き取りにつきましても必要に応じて実施してまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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、１、保育問題の１、みさと市幼児教室風の子園の

存続に向けてにつきまして、順次お答えいたします。 

  初めに、ア、令和４年９月定例会における生涯学習部長の答弁についてでございますが、

風の子園における運営上の課題の検討や改善、開設当時から変化している社会情勢や園舎の

老朽化、将来の運営の在り方や幼児教育・保育無償化対象施設への移行などについて、風の

子園と話し合いを進めている中、市の方針として閉園を決定したものではなく、令和３年10

月13日に開催された風の子園の臨時総会において、令和７年度末で閉園するとの決議につい

て、風の子園の代表から報告があった旨を答弁したところでございます。 

  また、風の子園と市の担当者との協議につきましては、令和８年度以降における閉園後の

在り方などについて話し合いをしていると報告を受けております。 

  ９月定例会での答弁内容につきましては、これまでの経緯をお答えしたものでございます。 

  続きまして、イ、幼児教育・保育の無償化制度についてでございますが、９月議会でも答

弁しましたように、風の子園は認可及び認可外施設ではなく、その他の施設となるため、無

償化制度の対象外でございます。 
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  現在、風の子園が対象となっている国の「幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支

援事業」は、幼児教育・保育無償化制度が発表された後、国において対象外となった施設の

在り方について議論された結果、いわゆる無償化制度とは異なる支援制度として令和３年度

に創設されたものでございます。 

  なお、無償化制度との不足分については、これまでどおり、市独自の施策として補助をし

ております。 

  議員ご質問の1,570万2,580円につきましては、入会金や保育料、教材費等の風の子園独自

の収入でございます。 

  なお、保育料につきましては、706万円を国・県・市からの補助金として保護者に交付し

たものでございます。 

  続きまして、ウ、風の子園が閉園しなければならない理由についてでございますが、将来

の運営の在り方や幼児教育・保育無償化対象施設への移行などについて話し合いを進めてい

る中、風の子園から令和７年度末で閉園するとの報告を受けたところでございます。 

  また、三郷市教育委員会が風の子園と締結しております覚書にある「みさと団地入居開始

に伴う幼児の増加や市内の認可幼稚園が不足していた状況等を背景に、施設の維持管理や運

営等を行う」という内容から判断いたしますと、待機児童は解消されているものと考えてお

ります。 

  加藤議員より市内の私立幼稚園の定員充足率が低下しているが、風の子園の園児数は減少

していないとのご発言がございました。確かに、風の子園の全体園児数は変化しておりませ

んが、例外的に受け入れている市外在住の園児数は増加している傾向にあり、風の子園は原

則として市民のための施設であることから、この点は改善すべき点であると認識していると

ころでございます。 

  続きまして、エ、他の保育施設からの入園希望者や入園拒否された子どもの受け入れにつ

いてでございますが、保育施設等への入園・入所がかなわなかった園児につきましては、こ

れまでも市の担当部署において、適切な施設や支援サービスのご案内などを行っていると伺

っております。閉園後におきましても、個別に相談が行われるものと認識しているところで

ございます。 

  最後に、カ、長寿命化計画に基づく園舎の改修を行わない理由についてでございますが、

まず、予算編成につきましては、様々な機会に、それぞれの組織と職位の職員が総合的に検

討した結果、最終的に予算案として議会に上程され、ご審議いただいております。 
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  次に、園舎の改修につきましては、今後の運営と密接な関連があるため、風の子園の施設

利用の将来的な方針が決定されるまで計画策定がなされなかったものでございます。 

  また、市長からもございましたが、建て替えにつきましては、難しいと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 加藤英泉議員の２問目の質問を残して、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０２分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○副議長（佐藤睦郎議員） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

  加藤英泉議員。 

○１５番（加藤英泉議員） それぞれご答弁ありがとうございました。大変不本意な言葉が連

なりましたけれども、今朝の新聞を見ますと、自治体間の競争についてですけれども、グー

グルが2022年度のランキングを発表しましたら、埼玉県は鳩山町が１位であるということが

出ていました。これはやはり子育てなんですね。ここは、いわゆる給食ただ、医療費ただ、

子育て一生懸命、それから非常に自然環境がいいということで人気があるわけです。 

  また、流山市においては、ご存じのようにすばらしい市であると思っております。 

  そういう中で、今、風の子園につきましては、公設民営というようなことで立派に運営さ

れております。今、日本一の読書のまちで日本全国から来られておりますけれども、日本一

の読書のまちとともに、風の子園の運営状況を見てもらっても参考になるようなことだと思

います。 

  そのために私の提案としては、市長、もちろん建て替えていただくんですけれども、今の

規模を２倍の規模にして、先ほどの答弁の中に、風の子園が他の自治体から、市外在住の園

児数が増加しているというお話がありました。反対のことを言えば、これは結局、市が全然

見ていなかったからではないですか。どんどん風の子園が一生懸命入れているわけではなく

て、市も見てて注意していけば、60人いたら２割以内、１割以内ですよとか、５％ですよと

か、そういうことをやってきていれば、そんなものはとっくに解決していたはずですよ。今

さらこんなことを言うのは嫌味な発言で、言うことがないから言っているような気がします。 

  それから、ここに風の子園と担当者のかたが会議した２日間、２回の会議ですよ。私の９
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月議会の後に２回会議やって、それの写しです。約20ページあります。テープ起こし、すご

い時間がかかったと思うのですけれども、この中から私は先ほど取り上げて発言させていた

だいた部分もありました。 

  先ほど生涯学習部長が、令和８年度以降における閉園後の在り方などについて話し合いを

していると報告を受けているということですけれども、風の子園側は閉園する気持ちは全く

ないから、そういう話し合いをしていると全く思っていないですよ。しっかりと経営を続け

る意思でいますよ。 

  だから、こういう変な間違った報告を受けたらまずいですから、私が一生懸命訂正したり、

つついたりしているわけではないですか。ですから、この報告は間違っていますよ。これは

後でコピーして市長、副市長、教育長にお届けしますから、よく見てください。そんなこと

なんか一切書いていませんから。 

  先ほど言いましたように、アピール、三郷市もこういうところがあるんだよということで、

ほかの自治体から見たら羨ましいと思うくらいの運営をやられていると思いますよ。ですか

ら、行政視察の対象になってもおかしくないところでありますので、ぜひ建て替えをしてい

ただくとありがたいなと。 

  これも質問なんですけれども、クラウドファンディングでやったら市は土地を貸してくれ

ますか。これに市長、お答えください。 

  それから、待機児童の件ですけれども、市長も生涯学習部長も待機児童ということをおっ

しゃられました。三郷市は待機児童はとっくにもう解消しているではないですか。風の子園

にはもう待機児童は関係ないんですよ。時代錯誤です。50年たっているのですから。 

  ですから、お考えを変えていただいて、ぜひとも前向きな市としての姿勢をもう一回、建

てないのではなくて、やるよという方向を検討していただきたいというふうに思います。 

  それから、ずばっと出てきたので私もはっきり言いますと、会議のやり方がおかしいんで

す。風の子園側との会議のやり方がおかしいんです。市側は３人で出ている、風の子園は３

人プラス各委員さんがおられますから、最初の会議は７人出た。そしたら市側は３人、向こ

うは７人おられる。ちょっと圧力を感じるというから３対３にしてくれと。 

  じゃあということで、４人は風の子園の３人の後ろに並んだと。それでもまだ圧力を感じ

る。ということで、市の職員の後ろに４人座ってもらったって、市の対応でそんな馬鹿げた

会議がありますか。そうでなくたって、市は何百人、何千人いようが、説明会をやったとき

には、１人で説明してもばっと相手にしなければいけないわけではないですか。そういうこ
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とを考えたら、ちょっと会議のやり方が間違っていますよ。こんな会議のやり方、私もずっ

とサラリーマンからやってきていますけれども、こんなことはあり得ない話ですよ。 

  ですから、ぜひともよく注意してやってくださいよ。後で見てもらえれば分かります。は

っきり言って、いい答えなんか出てきませんよ。ですから、人を交代させるとか、そういう

ことを考えていただいてもいいのではないですか。はっきり言わせていただきますよ。 

  以上で終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 加藤英泉議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  木津雅晟市長。 

〔木津雅晟市長 登壇〕 

○市長（木津雅晟） 再度のご質問にお答えいたします。 

  風の子園についてでございますが、土地利用の許可をするのかとのことでございますが、

１問目でご答弁させていただきました建て替えや移転建設を行うことについては、困難であ

ると考えております。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 以上で加藤英泉議員の質問を終わります。 

 

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

 

◇ 深 川 智 加 議 員 

○副議長（佐藤睦郎議員） 通告第11、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） それでは一般質問を通告に従いまして行います。 

  初めに、１、学校給食問題、１、岩野木学校給食センターについて伺います。 

  老朽化への対応として、市内全中学校分の給食を調理している岩野木学校給食センターが、

瑞沼市民センターのグラウンドに移転する計画が進められています。老朽化への対応は喫緊

の課題ですが、これを機に自校方式へ足を踏み出すべきではないでしょうか。 

  各学校で給食を調理する自校方式は、配送が要らないことや、近くで取れた地産地消の食

材をふんだんに使用できることから、環境に優しく、農業振興や地域経済活性化に貢献する

ものです。また、食育の充実、食中毒のリスクの低減、災害時に避難所となっても活躍が期

待できます。 

  一方で、複数の学校の給食をまとめてつくるセンター方式と比べ、自校方式は栄養士の配
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置や費用面で大変な部分があると言われています。しかし、毎日食べる食事だからこそ、経

済効率第一ではなく、子どものことを第一に考えていただきたいと思うのです。 

  忙しい日々の中で食の大切さを忘れがちです。地産地消の食材をふんだんに使用した、で

きたてでおいしい自校方式の豊かな食事は、勉強や運動に励む力となるだけでなく、未来を

担う子どもたちの豊かな心と人格が形成されるものです。 

  また、三郷市でも離農や耕作放棄地が増え、農業を取り巻く環境は厳しいものがあります。

自校方式のメリットを生かして、三郷市の農業を発展させていただき、自給率向上に貢献し

ていただきたいと思います。 

  また、自校方式を直営で行っている近隣市の草加市の給食は、2021年度の学校給食の全国

大会で優秀賞を受賞したこともあるそうで、子どもたちに大変喜ばれる自慢の給食だそうで

す。自校方式なので、野菜や肉、豆腐などの生鮮食品は市内の商店や地元の農家から調達で

き、新鮮でおいしい学校給食ができるとのことです。 

  また、令和元年度の市の給食費の総支出額の31.4％、約２億7,900万円が市内の業者に支

払われ、地域経済の振興にも役立っています。 

  なお、草加市の子どもたちは、草加松原の絵柄が入った磁器食器を使って給食を食べてい

ます。割れるかもしれない食器を大切に扱う、それも教育であると言います。配送が要らな

いからこそできることだと思いますが、食育の意味を考えさせられました。ぜひそうした自

治体も参考にしていただきたいと思います。 

  そこで、アとして、移転ありきでなく自校方式の推進を求めますが、市長の考えをお答え

ください。 

  続きまして、給食費の無償化の継続をについて。 

  本市では物価高騰に対応するため、国の臨時交付金を活用して、本年９月から来年３月ま

で７か月間に及び学校給食費の無償化を行っています。多くの保護者に喜ばれておりますが、

たくさんの子育て世代の方々が４月以降も継続を求めています。 

  12月６日付の東京新聞のみずほリサーチ＆テクノロジーズのリポートの記事は、2023年度

には２人以上の世帯でさらに約４万円の負担増と試算しています。家族が多ければもっと大

変です。物価高騰の見通しは改善するどころか、悪化の一途をたどっているのですから、引

き続き給食の品質を落とすことなく、学校給食費の無償化を継続し、物価高騰に苦しむ子育

て世代を支援するよう市長の英断を求めます。これについて市長の考えをお答えください。 

  次に、２、物価高騰対策、１、水道料金の減免を。 
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  先ほどもお話ししましたが、12月６日付の東京新聞のみずほリサーチ＆テクノロジーズの

リポートの記事によりますと、政府の物価対策を考慮しても、2022年度の１年分の家計負担

の全体平均は、食料品で約４万6,000円、エネルギーで約２万2,000円増えるなど、計約９万

6,000円の増加になると見込まれています。 

  こうした負担増が、コロナ禍で打撃を受けた市民生活を疲弊させています。そのようなも

とでも、市民は歯を食いしばりながら耐えています。私のもとにも、少しでも生活がよくな

り、暮らしやすくするために何とかしてくれと悲痛の声が寄せられています。 

  そこで、家計全体の負担を軽減できる施策として、水道料金の減免を再度行っていただけ

ないでしょうか。僅かな支援かもしれませんが、市民を応援するメッセージにもなります。 

  本市は、以前に水道料金のうち、基本料金２か月分を減免しましたが、たくさんのかたか

ら喜ばれました。手続も不要な分、職員の事務負担が減ります。 

  12月１日付の埼玉新聞によりますと、ふじみ野市や行田市でも水道料金の減免が行われる

と報道されています。水道料金の減免を行い、コロナ禍、物価高で苦しむ家計の負担全体を

応援するよう求めるものですが、市長の考えをお答えください。 

  次に、３、公契約問題、１、公契約条例の制定を。 

  公契約とは、国や自治体が公共工事や業務委託を民間企業や民間団体と締結する契約です。

業務委託のほかに、指定管理者制度も公契約に含みます。労働者が人間らしく働くことので

きる労働条件確保を条例で定めているのが、この公契約条例です。 

  賃金条項が盛り込まれた条例では、公共事業の現場で働く労働者に対して、最低基準とな

る労働条件を条例により保障し、賃金を人間らしく働ける一定の水準にし、事業の質を確保

することなどを契約者に求めるものです。 

  近隣では、草加市、越谷市、野田市、足立区などが制定をしています。しかし、本市は国

の施策によるべきものとし、国による法整備の動向などについて注視するとしています。 

  公契約条例は、労働者や事業者のみならず、公共サービスの向上、さらには税収アップ、

地域経済活性化など、大きなメリットがあります。また、貧困問題、ワーキングプア及び男

女間賃金格差の解消のためにも、公契約条例の制定は有効なものです。国の施策を待つまで

もなく、市独自に公契約条例を制定すべきと考えます。このことについて、市長の考えをお

答えください。 

  次に、４、地域交通問題、１、デマンド交通と組み合わせた地域交通システムを。 

  新型コロナウイルス感染前から、市内ではバスの減便が問題となっていましたが、コロナ
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禍で乗客が減少し、状況が深刻化しています。私のもとには、バス不便地域のために病院へ

行くのにタクシーを使わざるを得ず、交通費の負担が生活を圧迫し、困っているという半田

にお住まいのかたの切実な声や、早稲田にお住まいの障がい者で生活保護を受けているかた

からは、通院以外のタクシーは認められないため、バスで自由に出かけたいが、バスの本数

が少なく不便であるという意見、また、高齢者が歩いていける距離に食料品などの買い物が

できるお店がないので、地域交通を充実させてほしいという半田にお住まいのかたの声など

が寄せられています。 

  高齢化が進み、移動が困難となるかたがこれからますます増加します。交通弱者である高

齢者や障がい者などが、住み慣れたまちで元気に住み続けられるよう、地域交通の拡充は喫

緊の課題です。バス路線不便地域やバス停まで歩くことが困難なかたへの対応が求められて

います。 

  そこで、デマンド交通と組み合わせた地域交通システムをということで、デマンド交通の

導入の検討を求めますが、これについてまちづくり推進部長に伺います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 深川智加議員の質問に対する答弁を求めます。 

  木津雅晟市長。 

〔木津雅晟市長 登壇〕 

○市長（木津雅晟） 深川議員のご質問にお答えいたします。 

  １、学校給食問題の１、岩野木学校給食センターについて、ア、移転ありきでなく自校方

式の推進をについてお答えいたします。 

  自校方式については、各校における敷地及び栄養士、調理員などの確保等の問題が挙げら

れます。 

  本市おきましては、昭和47年にセンター方式を導入し、現在に至っており、管理、費用の

面からも、引き続き、衛生管理を徹底の上、センター方式による給食を提供してまいります。 

  次に、２、給食費の無償化継続をでございます。 

  令和４年９月分から令和５年３月分までの学校給食費の減免につきましては、コロナ禍に

おける原油価格及び物価高騰の影響を受ける家庭に対する負担軽減策として、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用を図ったものでございます。 

  本来、学校給食費につきましては、学校給食法の規定に基づき、保護者負担をお願いした

いと考えておりますが、今後の経済情勢の推移、景気の状況、国の動向を注視してまいりま
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す。 

  次に、２、物価高騰対策の１、水道料金の減免をについてでございますが、議員ご承知の

とおり、本市は令和２年度に新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を活用

し、全市民を対象に、２か月の水道基本料金の減免施策を実施いたしました。 

  ご質問のコロナ禍における物価高騰対策として、今年度を追加された交付金の活用につき

ましては、生活者支援臨時特別給付金及び私立保育園等物価高騰対策補助金事業として、今

議会に上程したところでございます。 

  今後におきましても、コロナ禍における市民生活への効果的な支援施策を検討してまいり

たいと考えております。 

  次に、３、公契約問題の１、公契約条例の制定をの総論についてお答えし、詳細について

は担当部長をして答弁いたさせます。 

  労働者の適切な賃金水準の確保など、労働条件の向上を図ることは大変重要なことと認識

しており、市としましても、入札におけるダンピング対策など様々な取組を行っているとこ

ろでございます。 

  しかしながら、公契約条例の制定につきましては、賃金等の労働条件は労使間で自主的に

決定されることが基本であるとともに、労働条件の向上に関する根本的な対策は、国の施策

によるところと考えております。 

  市といたしましては、引き続き、労働者の適切な賃金水準が確保されるよう、事業者に要

請していくとともに、国による法整備の動向を注視してまいります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 平川俊之財務部長。 

〔平川俊之財務部長 登壇〕 

○財務部長（平川俊之） 深川議員のご質問のうち、３、公契約問題、１、公契約条例の制定

をの詳細についてお答えいたします。 

  労働者の適切な賃金水準を確保し、労働条件の向上を図ることは、公共工事の品質の確保

や将来の担い手を育成していく観点からも重要なことであると認識しております。 

  市といたしましては、建設工事の入札における最低制限価格の設定や見積り内訳書の提出

など、労働者の賃金が適正に確保されるようダンピング対策を徹底するとともに、社会保険

への加入を入札参加の条件としているほか、インフレスライド条項の適用など、労働条件の

向上に関する取組を行っているところでございます。 

  公契約条例につきましては、近隣では野田市をはじめ、越谷市、草加市などで制定されて
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いることは承知しておりますが、市長答弁にもございましたとおり、労働条件の向上を図る

ための根本的な対策は、全ての労働者に適用される法律の整備など、国の施策によるべきも

のと考えております。 

  今後におきましても、国による法整備の動向などに引き続き注視していくとともに、現行

制度を活用し、労働者の適切な賃金水準の確保など、労働条件の向上に取り組んでまいりま

す。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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、４、地域交通問題の１、デマンド交通と組み

合わせた地域交通システムをについてお答えいたします。 

  初めに、本市における公共交通事業の現状でございますが、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響による利用者の減少につきまして、回復傾向は認められるものの、新型コロナウイ

ルス感染前の水準までは戻らないことや、かねてよりの課題である運転手不足の改善が図ら

れないなど、依然として厳しい状況であると捉えております。 

  議員ご提案のデマンド交通につきましては、利用者のニーズに応じたきめ細かい運行が期

待されるなど、地域の実情にマッチした形での導入が図られることで、移動課題の解決につ

ながる選択肢の１つであると認識しております。 

  一方で、地域における公共交通を持続可能な仕組みとするためには、デマンド交通をはじ

めとする、新たな交通システムの導入に際し、現在、市民の移動を支えております既存のバ

ス、タクシーによる移動システムとの調和を前提に、検討を進める必要がございます。 

  地域にとって最適な移動手段の確保を実現するためには、地域における移動ニーズを正確

に把握し、利用者となる住民、移動サービスの担い手となる公共交通事業者などとの連携に

より、移動目的や既存公共交通との役割分担など、地域公共交通の在り方について、地域に

関わる全てのかたが参加し、議論することが必要なものと考えております。 

  このようなことから、令和３年度から令和４年度にかけて地域公共交通の現状課題や地域

ニーズの把握のため、改善を要する地域を対象にアンケート調査を実施しているところでご

ざいます。 

  今後につきましては、アンケート結果を地域住民にフィードバックすることと併せ、市民

の代表や公共交通事業者、学識経験者や関係機関の代表などで構成される「三郷市地域公共
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交通活性化協議会」において、「地域が支え、育てる」持続可能な公共交通となる仕組みづ

くりについて、新たなシステムの導入を含めて検討してまいります。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 深川智加議員。 

○７番（深川智加議員） それでは再質問をいたします。 

  まずは、岩野木学校給食センターの移転に伴って、自校方式へ足を踏み出してほしい、こ

うした趣旨の質問についてですが、先ほどの市長の答弁では、管理、費用面で引き続きセン

ター方式でやっていく、こういうことでした。 

  岩野木学校給食センターが老朽化しているのは私もよく分かりますので、これは喫緊の課

題であると、私自身も認識はしています。ただ、いきなり全部自校方式にするということは

難しいことではあるとも思っています。 

  例えば、全国オーガニック給食フォーラムの2022年10月26日に発行した資料によりますと、

元新潟県五泉市長の五十嵐基さんの記事なんですが、「食料自給率は下がり続け、農業は衰

退の一途をたどっている。学校から日本を急いで再生させ、国民の食と命を守らなければな

らない。しかし、学校給食法の地産地消に忠実であるとすればするほど、センター方式は数

千食をつくるため、地元産が間に合わない。そういうことで、給食センターの老朽化をきっ

かけに、15年かけて、順次自校方式に変え、平成27年に小学校９校、中学校５校、保育園２

園の全てが実施できた」、こういうことなんです。 

  いろんなやり方があるとは思うのですが、やってみないと分からないというところがある

ので、センター方式で一点張りということではなくて、まずは、例えば北部の瑞沼市民セン

ターに給食センターを新たにつくるということであれば、そこから距離が離れた南部地域の

どこかの学校に、自校方式の給食を試しに導入してみて、それで子どもたちにとって一番何

がいいか、こういうことをぜひ研究していっていただきたいんです。 

  昨日、ほかの議員さんで農業の質問をされていて、何か輸入が途絶えたときなど食料の調

達が困難になる、そういったことも懸念されているという中で、地域から食料自給率を上げ

る、こういう取組、諦めるのではなくて、今からでも若者の未来、子どもの未来のためにこ

れはやっていかなくてはいけないことだと思います。 

  そうした農業の振興に鍵を握っている１つが、学校給食の自校方式だと私は思っています。

ぜひそういったことで、自校方式を試しに南部地域のどこか、南部でなくてもいいのですけ

れども、導入をしてぜひ研究していただきたいです。この点について市長に伺います。 
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  次に、学校給食費の無償化継続について伺います。 

  今、行っている給食費の無償化、コロナ禍、物価高、負担軽減策ということで、臨時交付

金の活用を図ったもの、こういうことをおっしゃっていて、さらには学校給食法の規定に基

づき保護者負担をお願いしていると、こういう回答であったわけです。 

  学校給食費の無償化、本当にいろんなかたに喜ばれていて、子育て世代だけでなく、高齢

のかたも「未来ある子どもたちのために重要なことだよね」と、こういうふうにいろんな世

代から喜ばれているわけです。 

  そういう中で、先ほど学校給食法の規定のお話がありましたが、今、全国で一時的な給食

無償化ではなくて、完全無償化が広がっているんですね。この間の議会でも、葛飾区がそう

いう報道をされていますということをお伝えしましたが、そうした中で、ではそういう完全

に給食費の無償化をやっている自治体は規定に違反しているのかと、そういう問題になって

しまうのはおかしいと思うので、国会でも学校給食法の規定は保護者負担軽減のための補助

を禁止したものではないと、文部科学省が国会で答弁しています。 

  なので、全額無償化というのは財政的に大変な部分もあるかと思いますので、せめて第３

子以降の給食費の負担軽減であったり、例えば、全額でなくても半額減免するだとか、そう

いったいろんなやり方があると思いますので、ぜひ未来ある子どもたちのために、そうした

家庭の経済状況によって子どもがお金の心配で学ぶことがままならない、こういうことは起

きてはいけないと思いますので、ぜひ給食費の負担軽減をもう一度やるべきだと、こういう

ことをお伝えして、市長の考えをお聞きします。 

  次に、公契約条例についてです。 

  私も久しぶりにこの質問をやったわけなのですが、相変わらずあの時代から進展していな

いなという印象を受けて、やはりちょっと残念だなと思いました。確かに、国による施策、

これは分かります。 

  だけれども、国を待つまでもなく、近隣では草加市、野田市、足立区、越谷市もやってい

るわけですから、そうしたモデルがそばにあるわけなので、ぜひ学習会をやったりするとか

して、せめて研究とか検討をするとか、そういうふうに言っていただきたかったんですけど、

まずは学習会、モデル地域を参考にしてやっていただけたらいいと思います。ぜひ労働者の

賃金の問題だけではなくて、地域経済化だったり品質の問題だったりするわけですから、お

願いします。この点は要望です。 

  最後に、デマンド交通について。 
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  公共交通が不便な地域を対象にアンケートを行っているということで、丁寧な取組をされ

ているなと私も思っているところなんですけれども、地域に行くと、いろんなバス便とかに

対していろんな意見を持っているかたがいらっしゃいますので、ぜひ広い市民のかた、広く

公募して、協議会の話が先ほどありましたけれども、デマンド交通に特化した協議会をぜひ

新たに立ち上げ、協議をしてもらいたいと考えます。 

  もちろん既存の市内バス、そうしたものを充実させながら、不便地域にはぜひデマンド交

通の導入をしていただいて、誰一人取り残さない、こういう優しいまちになっていただきた

いと思います。この協議会についてまちづくり推進部長にお伺いをし、２問目を終わります。 

  以上です。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 深川智加議員の２問目に対する答弁を求めます。 

  木津雅晟市長。 

〔木津雅晟市長 登壇〕 

○市長（木津雅晟） 再度の質問にお答えいたします。 

  センター方式ありきではなく、自校方式の推進についてのお尋ねでございますが、先ほど

もお答えいたしましたが、引き続き、衛生管理を徹底の上、センター方式による給食を提供

してまいります。 

  次に、給食費の負担軽減についてにつきましては、今後の経済情勢の推移、景気の状況、

国の動向を注視してまいります。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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） 深川議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  デマンド交通の導入に向けて、市民参加に特化した協議会を設置してはどうかというご質

問だったと思いますが、議員ご提案の協議会の設置につきましては、三郷市地域公共交通活

性化協議会の中で行われる、デマンド交通をはじめとする新たな交通システムの導入に関す

る検討の状況を踏まえながら、対象とする地域などにふさわしい協議会の設置について必要

に応じて検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（佐藤睦郎議員） 以上で深川智加議員の質問を終わります。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◎散会の宣告 

○副議長（佐藤睦郎議員） 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 ４時００分 


