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　昨年７月より２１世紀クラブ代表に返り咲きました岡庭明です。昨年の市議会改選時は６名の最大会派でしたが、改選後２名の新人議員が入会
し、８名の議員で最大会派を維持しております。他の議員とも友好関係を築き議会運営に携わっておりますが、８月冒頭の臨時議会では私の至らぬ
判断により、議長選にて籤（クジ）で敗北してしまいました。２年間は、与党内野党の立場で議会運営に携わってまいります。
　さて、３月定例会では平成３０年度予算が審議されました。一般会計４６１
億円、特別会計３４７億３千万円となり、平成２９年度に提出した要望につい
ても本予算に反映されております。また、昨年１０月には、２１世紀クラブ恒例
の「平成３０年度三郷市予算編成並びに施策に対する重点要望事項」を市
長に提出致しました。今後についても、１４万三郷市民のために行政への
チェック機関として邁進してまいります。
　３月議会が終了し、２１世紀クラブ恒例の広報紙「結」を発行、全戸に配布
致しました。更に２１世紀クラブ全議員８名で、三郷市内３駅他市内４０ヶ所で
２日間街頭報告会（３月議会報告）を行います。２１世紀クラブ広報紙を一読
して頂き、市民の皆様のご意見を頂戴できれば幸いです。今後とも、２１世紀
クラブ所属議員にご支援ご協力をお願い申し上げ挨拶と致します。

平成30年度一般会計当初予算　　　　  　  461 （0.4%増）億円

国民健康保険
介護保険

公共下水道
後期高齢者医療

50億600万円(2.2%増)
13億9,900万円(12.4%増)

158億9,200万円(16.8%減)
85億6,700万円(10.3%増)

この討議資料は政務活動費によって発行されています。

　少子高齢時代と言われるなか、三郷市でも介護保険第1号被保険者（65歳以上）の方が増加を続けております。介護に頼
らなくてもよい健康なご高齢生活を送って頂けることが何よりのことですが、支援や介護が必要な方が増加しているのも事実で
す。三郷市ではこれまで基金を投入し、被保険者の負担増を抑制するために取り組んできました。しかしながら、平成30年度か
らの第7期においては、近隣自治体では基金を取り崩して対応することになると思われますが、三郷市では介護給付費の伸び
に基金等だけでは対応が困難となり、急激な負担増を避けるため、一般会計から向こう3年間、各年2億円を繰り入れすること
になりました。それぞれの所得段階で保険料は異なりますが、表の通りとなります。　

第７期の介護保険料の基準額は
月額４,９５０円となりました。

21世紀クラブ代表挨拶　岡庭明

重点要望事項を市長に提出

第６期に比べて６５０円の増額です

第7期所得段階

2,475円
2,225円
3,459円
3,709円
4,450円
4,950円
5,934円
6,434円
7,425円
8,167円
8,659円
9,400円

29,700円
26,700円
41,500円
44,500円
53,400円
59,400円
71,200円
77,200円
89,100円
98,000円
103,900円
112,800円

2,150円
1,934円
2,792円
3,225円
3,567円
4,300円
4,942円
5,375円
6,430円
6,875円
7,309円
7,950円

25,800円
23,200円
33,500円
38,700円
42,800円
51,600円
59,300円
64,500円
77,400円
82,500円
87,700円
95,400円

軽減前
軽減後

第2段階
第3段階
第4段階
第5段階（基準額）
第6段階
第7段階
第8段階
第9段階
第10段階
第11段階

所得段階

第1段階

月額 年額 月額 年額
第6期所得段階（円） （円）

給付見込量から算出した、保険料収納必要
額は、基準ベースで5,444円、基金を取り崩
すことにより、第7期保険料の見込み額は
5,380円となります。
三郷市では第6期に比べ急激な負担増にな
ることから、これを抑制するために一般会計か
ら各年2億円を繰り入れ、基準額を4,950円
とします。

※

岡庭　明 ・２１世紀クラブ代表

・建設水道常任委員

・国道建設対策委員
・三郷インターチェンジ周辺対策委員

1地番95目丁4野鷹市郷三 ： 所住  2144-559 ： 話電

市川　文雄 ・市民福祉常任委員
・三郷中央地区周辺対策委員

・三郷インターチェンジ周辺対策委員
・議会選出監査委員

 地番05目丁1免匠番市郷三 ： 所住  1191-259 ： 話電

菊名　裕 ・総務常任委員
・三郷中央地区周辺対策委員長

・国道建設対策委員

 3地番372目丁3崎ｹ戸市郷三 ： 所住  3372-559 ： 話電

野村　徹 ・市民福祉常任委員
・国道建設対策委員

・三郷インターチェンジ周辺対策委員

地番8212崎ヶ戸市郷三 ： 所住  1715-559 ： 話電

逢澤　圭一郎 ・２１世紀クラブ幹事長
・議会運営委員長
・文教経済常任委員

・国道建設対策副委員長
・三郷中央地区周辺対策委員

 7地番01目丁2田稲早市郷三 ： 所住 2648-759 ： 話電

加藤　英泉 ・建設水道常任委員長
・三郷中央地区周辺対策委員

・三郷インターチェンジ周辺対策委員

 9地番1目丁2郷三市郷三 ： 所住 2690-759 ： 話電

柳瀬　勝彦 ・建設水道常任委員
・国道建設対策委員

・三郷中央地区周辺対策委員

号509-2番2目丁2平きつさ市郷三 ： 所住 6931-959 ： 話電

柴田　吾一 ・文教経済常任委員
・三郷中央地区周辺対策委員

・三郷インターチェンジ周辺対策委員

014-1地番6目丁2郷三市郷三 ： 所住 ： 話電

・議会運営委員

090-3333-2540

市政に関するご意見･ご相談をお寄せください

　本年度の一般会計予算は昨年度の４５９億１，０００万円より１億９，０００万円（前年比０．４％）増の４６１億円を計上し、予算規模として
過去最高となり、１１年連続で前年度を上回るものとなりました。「人にも企業にも選ばれる魅力的なまち」実現に向けた重点事業が次
ページに記載してありますが、その中でも特に「（仮称）三郷流山橋の早期整備に向けた取組みとともに、三郷料金所スマートインター
の車種拡大・フルインター化」と「２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向け、ギリシャ共和国のホストタウン事業」を最重点とした予算編
成に私達２１世紀クラブは賛成し、３月議会において予算案が可決されました。
　当初予算の概要として歳入においては、市税は２１２億９，０００万円と前年比約３億６，０００万円（１．７％増）の見込みで、なかでも納税
義務者数の増加により、個人市民税が３億４，７００万円（４．５％増）の８１億１３００万円、固定資産税は１億７，８００万円（０．２％増）の９４億
円となっています。
　これに対して歳出は、市民窓口をはじめとする総務費が５３億２，４００万円（４．１％減）、少子化・高齢化対策関係の社会福祉費、児童
福祉費、生活保護費等の民生費が２１２億４，６００万円（５．４％増）、道路や河川、下水道などのインフラ関係の土木費が５５億７，３００万
円（２０．８％減）総合体育館大規模改修や陸上競技場運営管理事業などの教育費が３６億５，６００万円（５．１％増）、公債費（借金の返
済）が４９億８，１００万円（１．２％増）、衛生費が２６億４，３００万円（４．４％増）となっています。
平成３０年度は「第７期三郷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の初年度となります。さらに国民健康保険の責任主体が
市から県へと移行されます。また、防災対策上必要な橋梁の補修・架け替え事業、下第２大場川や彦成川の改修工事などがあります。
　私達２１世紀クラブは、市民生活・サービスの向上、安心安全なまちづくりのために、市民目線で行動して参りますので、今後とも温か
なご指導・ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いいたします。

　本年度の一般会計予算は昨年度の４５９億１，０００万円より１億９，０００万円（前年比０．４％）増の４６１億円を計上し、予算規模として
過去最高となり、１１年連続で前年度を上回るものとなりました。「人にも企業にも選ばれる魅力的なまち」実現に向けた重点事業が次
ページに記載してありますが、その中でも特に「（仮称）三郷流山橋の早期整備に向けた取組みとともに、三郷料金所スマートインター
チェンジの車種拡大・フルインター化」と「２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向け、ギリシャ共和国のホストタウン事業」を最重点とし
た予算編成に私達２１世紀クラブは賛成し、３月議会において予算案が可決されました。
　当初予算の概要として歳入においては、市税は２１２億９，０００万円と前年比約３億６，０００万円（１．７％増）の見込みで、なかでも納税
義務者数の増加により、個人市民税が３億４，７００万円（４．５％増）の８１億１，３００万円、固定資産税は１億７，８００万円（０．２％増）の９４
億円となっています。
　これに対して歳出は、市民窓口をはじめとする総務費が５３億２，４００万円（４．１％増）、少子化・高齢化対策関係の社会福祉費、児童
福祉費、生活保護費等の民生費が２１２億４，６００万円（５．４％増）、道路や河川、下水道などのインフラ関係の土木費が５５億７，３００万
円（２０．８％減）、総合体育館大規模改修や陸上競技場運営管理事業などの教育費が３６億５，６００万円（５．１％増）、公債費（借金の
返済）が４９億８，１００万円（１．２％増）、衛生費が２６億４，３００万円（４．４％増）となっています。
　平成３０年度は「第７期三郷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の初年度となります。さらに国民健康保険の責
任主体が市から県へと移行されます。また、防災対策上必要な橋梁の補修・架け替え事業、下第二大場川や彦成川の改修工
事などがあります。
　私達２１世紀クラブは、市民生活・サービスの向上、安心安全なまちづくりのために、市民目線で行動して参りますので、今後とも温か
なご指導・ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いいたします。

平成30年度一般会計当初予算　　　　  　  461 （0.4%増）億円



30
日本陸上競技連盟第4種公認陸上競技場の各種管理運営業務を委
託する。陸上競技場の名称は「セナリオハウスフィールド三郷」に決定
しました。6月3日のオープンとなります。

冠水している高州地先 冠水している半田地先

（補正予算含む）
赤枠は21世紀クラブ要望事項

北児童館・北公民館・たちばな保育所跡地等みさと団地内及びその周
辺にある公共施設の再編に向け、多世代交流複合施設について設
置検討を行う。(平成27年度要望)

駒形線

完成が待たれるセナリオハウスフィールド三郷

取り壊しがはじまる北公民館北児童館旧たちばな保育所

平成　 年度予算の主な新規事業

1,000万円

放水路以南の地域拠点等整備を実施する。
県道333号線の延伸を含め、交通の結節点として、ふさわしい機能を
持たせる事を始め、その他の具体的な場所や機能を絞り込む業務。
(平成27年度要望)

拠点整備が検討される南部地区

公共施設への改修が予定される旧戸ヶ崎保育所

南部拠点整備事業 1,000万円

保育施設を整備しようとする保育
所等事業者に対して、保育施設等
整備工事の補助を行う。戸ヶ崎幼
稚園→認定こども園に転換・美咲
保育園の施設拡充・認定こども園
わせだの施設拡充・中央駅近辺に
民間保育所の誘致。
(平成24年度～毎年要望)

補修工事が行われる半川橋

施設の長寿命化を図るため、公立
保育所の施設改修を実施する。
工事：さくら・彦成保育所　
設計：丹後・早稲田保育所。

保育施設長寿命化事業

みさと団地多世代交流複合施設検討事業

保育所等整備推進事業 5億1,200万円

三郷料金所スマートインターチェンジを大型車対応とするための、用地
取得・道路改良工事を行う。また、フルインター化の事業化に向けて予
備設計を行う。

冠水している高州地先 冠水している半田地先

戸ヶ崎・鷹野地区の治水安全度の向上を早期に図るために引き続き
改修工事を行う。また、護岸崩落防止及び半田・采女地区の治水安全
度の向上を図るために、引き続き改修工事を行う。なお、今年度で彦成
川の改修工事は完了致します。(平成27年度要望)

市内幹線道路や防災対策上必要とされる橋梁のうち、老朽化し
ている橋梁について順次補修を行う。今年度は、新三郷駅前の
半田跨線橋が対象。(平成26年度要望)

大型化・フルインター化が検討されているスマートインターチェンジ

下第二大場川

3億円

避難所等で必要となる備品（アルファ米・クラッカー・水等）の購入を行う。
また、指定避難所となる三郷工業高校の敷地内に倉庫を設置する。

補修工事が行われる半川橋補修工事が行われる半川橋

河川改修事業

子育て支援ステーション事業 1,300万円

保育所跡地利活用検討事業 1,200万円

1億2,800万円

彦成川

八木郷小の災害備蓄品

旧戸ヶ崎保育所の改修設計及び、旧下新田保育所の解体設計を委
託するとともに、有効活用手法について検討する。

陸上競技場運営管理事業 6,600万円

1,000万円みさと団地多世代交流複合施設検討事業

南部拠点整備事業 1,000万円

保育所等整備推進事業 5億1,200万円

子育て支援ステーション事業 1,300万円

解体される下新田保育所

保育施設長寿命化事業

保育所跡地利活用検討事業 1,200万円

1億2,800万円

三郷料金所スマートインターチェンジ機能拡充・道路改良・フルインター化事業 1億5,000万円 橋梁維持事業 2億1,700万円

補修が行われる半田跨線橋

3億円河川改修事業

2020東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプの誘致に向け、本市
のスポーツ資産等を有効に活用し、ギリシャ共和国選手団の誘致活動
等を展開するとともに、ホストタウン登録自治体として認知度を高め、ホ
ストタウン機運醸成等のためのイベントを行う。
また、過去に開催された夏季・冬季オリンピックの大会トーチの展示、日
本とギリシャ共和国のアスリート・パラアスリートによる講演を行う。

2,800万円ホストタウン推進事業

災害備蓄品整備事業 2,300万円

児童生徒のより良い教育環境の
構築に向け市内全域の児童生
徒数の状況と今後の予測等を加
味して学校教育環境整備計画等
の策定を行う。
(平成27年度～毎年要望)

学校教育環境整備計画等策定業務学校教育環境整備計画等策定業務 2,200万円2,200万円

総合体育館の外壁、メインアリーナ・サブアリーナのフロア、エントランスの空
調、非構造部材の耐震化等の大規模改修を行う。（一般質問にて）

体育館施設整備事業 2億3,200万円

総合体育館メインアリーナの現状

体育館施設整備事業 2億3,200万円

三郷市キャラクター「かいちゃん＆つぶちゃん」

健康福祉会館2Fにて、子育て支援専門員及び保育コンシェルジュを
配置し、子育て世代の家庭が子育て支援施設や子育て支援事業を
利用するにあたっての助言や各種相談に応じる。また、保健師及び助
産師が妊婦届出の受付及び母子健康手帳の交付及び面談を行い、
関係機関と連携して支援を行う。
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