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三郷市長
木 津 雅 晟 様
平成30年度
三郷市予算編成並びに施策に対する要望書
三郷市議会21世紀クラブは、
市民が安全で安心して暮らせる、
快適で住みよいまちづくりを念頭に、
三郷市の発展と14万人にならんとする市民の皆様の負託に応えるべく、会派メンバー一同日々精進
を重ねております。
我が国の経済状況は5年前に比べ、
1ドル＝85円程度だった円相場は、
一時125円まで円安が進み、
輸出企業を中心に業績が改善、1万円であった日経平均株価も波がありながら現在は2万円を超え、
足元の有効求人倍率も0.83倍から1.52倍とバブル期を上回る水準にあり、
平成29年４〜６月期の実質
国内総生産（GDP）
は0.5％から年率換算で2.5％増と11年ぶりに６四半期連続のプラス成長となって
おります。
しかしながら生活実感としての景気は、
大手企業が賃上げに踏み切ったものの、
社会保障
費の負担増など将来不安を背景に個人消費は力強さに欠けたままで、
依然として厳しい環境下にあ
ります。
当市においては、区画整理の事業効果により人口増と共に税増収も確実に計られているが、少子
高齢化への対応、
医療・介護・生活保護等の社会保障費の増大、
交通・防犯・防災対策、
道路整備や
近年の豪雨等に対応した河川・水路の整備、
その他未整備インフラへの対応など課題は山積してお
り、
市民一人ひとりが安心して生活できるまちづくりへ更なる施策を講じる必要があります。
求められるものは、更なる子育て支援とその環境整備・高齢者対策、医療・介護等の福祉対策、雇
用の創出、
特に女性の雇用と活躍場所の創出、
都市インフラ・住環境の整備・自然災害対策、
教育・文
化スポーツ等の充実、農業の6次産業化と三郷ブランドの創出、観光事業の充実等広範にわたり、
こ
れら三郷市の発展と活性化には不可欠な要素であり、諸施策の結実には果敢な努力が必要であり
ます。
これら市民の負託に応えるためには市職員をはじめ関係者が一丸となってそれぞれの経験と持て
る能力を発揮し、
最小の経費で最大の成果が得られよう効率のよい予算編成とその執行が求められ
ます。市民からの要望や私たちの要望・提言に傾聴いただき、執行部が掲げる施策の着実な遂行を
望むものです。主役である市民の負託・信頼に応えるべく、地域経済の活性化が図られるよう、市民
本位の適切な市政運営に尽力されますことを要望させて頂きます。

平成29年10月吉日
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21世紀クラブ

今年度新規要望
企画総務部・財務部担当分
2019年夏の開設に向
＊ におどり公園北側に建設予定の三郷中央地区交流施設整備について、
け鋭意進められたい。
また、公共施設部分の幅広い年齢層の利活用と、公園との一体化のメ
リットを活かした企画運営に努められたい。

＊ 市職員の民間企業への派遣や、民間企業経験者の管理職登用など、弾力的な人事制度、職
員の能力開発手法を研究導入されたい。
また、
高度化・多様化する市民ニーズに対応した施策
を推進するため、
高度で専門的な知識経験又は優れた見識を有する人材を一定期間採用す
ることが出来る
「任期付職員採用制度」の活用を図られたい。

＊ 自治基本条例の参加と協働の推進について、
職員の役割を明確に示し、
マニュアル等によりそ
の具体的内容を提示されたい。

市民にとってメリットがさほど享受できていない状況にあ
＊ マイナンバーの利用が始まっているが、
る。
マイナポータルも適宜サービスを開始しているが、実際の利用率はさほど高くない状況にあ
る。多くの方が実際に利用するようＰＲ方法を工夫されたい。

＊ 少子高齢化、人口減少の推移を背景に、都市間競争は激しくなることが想定される。元気なま
ち住みやすいまちみさとを目指すには、
事業用の土地利用、
高齢者向けの宅地利用、
子育て世
代のための宅地利用の三者を適所に配置することが必要と考える。関係部署と連携し、具体
的に進められたい。
＊ 一般会計予算に匹敵する４００億円を超える借金がある。税収が伸びているうちが返済のチャ
ンスである。次代を担う子や孫のために地方債の繰り上げ償還を促進されたい。
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市民生活部担当分
「遠くの親戚より近くの他人」が頼りになる。町会・自治会の加入促進として、市役
＊ いざという時、
所の転入届の窓口でのアプローチや、
宅建業界と協定を結び、
宅建業者に賃貸借契約時等の
際に町会加入を勧めてもらうなど検討されたい。
また、
災害時対応、
犯罪の抑止・防止のための
共助のうえから条例制定による加入促進を図られたい。

障がい者差別解消法に基づき市役所
＊ 平成28年４月１日からスタートした情報保障問題に鑑み、
の総合窓口業務において、
サービス利用者への合理的配慮は法的義務と定められている。障
がいを理由とした差別的な取り扱いの禁止と
「合理的な配慮」
を具体的に進められたい。
また、
障がいの有る無しにかかわらず、年齢、性別、宗教、国籍に関係なく全ての人が安心して行政
機関に行けるよう努められたい。

成人においては感覚の鈍化により、
濃い味付け傾向に進み、
健
＊ 味覚障がいは子どもだけでなく、
康被害へとつながっていく。地域での味覚の講座として、PTA・行政・学校・飲食店を結びつけ
た取り組みを推進し、
「味覚の授業三郷方式」
を確立し、
事業化を検討されたい。

福祉部・子ども未来部担当分
今後もその傾向は大きくなると予想される。UR都市再
＊ 市内でも高齢化率の高いみさと団地は、
生機構がミクストコミュニティを目指したまちづくりを推進しているが、
周辺住民のニーズに応える
ため、
市としても子育て支援と併せて北部拠点施設の建設を早期に推進されたい。
また、
みさと
団地にとどまらず、早稲田団地、
さつき平も同様の課題が出てくると思われることから早めの対
応を図られたい。

超高齢社会への対応、
独居高齢者、
老老介
＊ 地域包括ケアシステムから派生する認知症対策、
護、
高齢者雇用、
虐待、
ネグレスト、
医療と介護の連携、
特別養護老人ホームの入居待ち、
ユニッ
ト型特養料金の高騰、
病院退院後の高齢者の行き場等々、
枚挙にいとまがない。
このようなこと
から、
地域包括ケア推進室を設置し重点的に取り組むと共に、
団塊の世代が75歳を迎える2025
年問題への対処も合わせて図られたい。

わいせつ事件等も報道されている。公立保育所の民営
＊ 待機児童問題や、保育士による虐待、
化等で、
保育の受け皿を増やしてきているところだが、
もとより保育の実施義務は市にあり、
実施
主体が民間であったとしても、
指導監督責任は市にあると考える。保育園の質の問題や事故等
のリスク回避、保育士の質の向上等、公民連携のもと安心な保育が運営されるよう連携を密に
されたい。
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今年度新規要望
学校教育部・生涯学習部担当分
中央地区のまちづくりが進展し幼少人口も一定の伸びを示しているところだ
＊ 少子高齢時代の中、
が、
市内全域を見ると児童数の地域間格差は非常に大きなものとなっている。
大規模校と小規模
校がある中で、
それぞれ特色を持って運営されているとは思うが、
児童の教育環境整備の均衡と
向上を図る必要がある。
小中一貫教育が法制化された中で、
新たな試みとして研究されたい。

地域とビジョンを共有し理解
＊ 今後小中学校の統廃合も進めていかなければならないところだが、
と協力を得ながら進めていかなければならない。
そのためにも三鷹市に代表されるコミュニティ
・
スクール
（中学校区での各小中学校の運営協議会の合議体）
を導入し、
地域の中で義務教育
9年間を見守る体制を整えられたい。

児童・生徒・教員から喜
＊ 平成28年度末をもって小中学校普通教室へのエアコン設置が完了し、
びの声があがっている。
しかしながら、
使用頻度の高い音楽室については未整備のままであり、
早期のエアコン設置を図られたい。

＊ 教員の長時間労働対策の一つとして、学校給食費徴収管理業務を
「私会計」から
「公会計」
へと切り替えることで、給食費に関する事務からの解放を図られたい。
また、文部科学省より教
員の事務作業を軽減するために「スクールサポートスタッフ」
を配備する方針が示されている。
し
かしながら、全校配置とはならない模様であり、無配置となる学校に対する対処を考えられた
い。
＊ 聴覚障がい者や海外からの住民で日本語があまりわからない方への学校教育現場における
対応と、
学力向上に必要な基礎となる情報保障について確保されたい。

何れも駅からは離れている。借りやすく返しやすい駅前等
＊ 市内には３図書館4図書室があるが、
の交通至便な場所へ宅配ロッカー、
返却ボックス等設置を図られたい。

＊ 日本一の読書のまちを一層推進していくために、学校や市内公共施設だけでなく、書店との連
携や大型商業施設、
民間施設の積極的活用、
コラボレーションを図られたい。
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環境安全部・産業振興部担当分
埼玉県が管理しているが、
今のままではゴミの捕捉、
浚渫は進まない。
＊ 大場川は一級河川であり、
水質汚濁と浄化の観点から、
埼玉県から予算取りをし、
三郷市主導で清流化を図られたい。

地域防災計画や業務継続計画に基づいた対応を早急に実現された
＊ 危機管理・防災対策として、
い。
また、
線引き色分けされた避難所マップの作成、
避難所ごとの防災訓練の実施など計画外の
事案についても実現を図られたい。

＊ 33箇所の避難所に指定されている施設の受水槽には、
避難者にとって貴重な水が相当量確保さ
れており、
給水管の破損による断水の場合でも、
受水槽の水は飲料水として使用が可能である。
災害時における避難所の準備として全ての受水槽に非常用蛇口を早急に設置されたい。

＊ 市民の安心安全を謳う三郷市として、
有事の際、
市職員の動員配備を速やかに出来るよう、
実施
訓練を行うと共に実質的な運営マニュアルの構築を急がれたい。

＊ 三郷市動物の愛護及び管理に関する条例の施行期日は、
平成29年12月1日となっているが、
災害
時の行政側の保護の体制が整っているとは言えない状況である。
施行にあたり、
・避難所運営の軸となる市内全町会・自治会のリーダーに同行避難の実施を周知すること
・33ヶ所の避難所に対して、
避難所運営委員会の早期設置、
避難所運営マニュアルの早期作成
を促すこと
・同行された動物を保護する備品を用意すること
上記を施行期日前に整えられたい。
＊ 市内の空き家対策については、
現況の把握を早急に行うとともに、
市民の安全管理と資産の有効
活用という二つの観点から国県の施策と連携し対策を図られたい。

＊ 「道の駅」
による地域振興と活性化の観点から、
観光資源として拠点化を図り、
地域の活性化と情
報交換の場、
農業の６次産業化等の産業の場として育成・振興を図られたい。

＊ オリンピックに向けた海外からの訪問者への商工振興策について、
市内の飲食店、
物販店におい
て外国語翻訳などのソフトやシステムの紹介などをし、
海外からのお客様に対し
「おもてなし」の心
を持つと共に、
コミュニケーション障がいを無くし、
しっかりと情報保障を行い、
市内における店舗等
の販売機会の損失を防ぐよう努められたい。
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今年度新規要望
まちづくり推進部・建設部担当分
＊ 三郷市陸上競技場公園の年間管理費が５千万円かかるとのことだが、
・ 利用率向上のためにユニバーサルデザインの配慮をし、
車いす利用者、
聴覚障がい者、
視覚障
がい者、
色覚障がい者に対応されたい。
・パラリンピック、
デフリンピックの対応をし、
利用率の向上を図られたい。
・多くの市民の方々の利用促進のため、
番匠免運動公園やスカイパークと連携し一体的整備が
できるよう図られたい。
・安定的な財源の確保や民間事業者が有する資源・
ノウハウ等を活用するため、
命名権者
(ネーミングライツ・パートナー)募集対象施設の拡大を図られたい。

＊ 選ばれるまち三郷を形成するにあたり、
既存市街地の再開発は大きなテーマである。
対象地域を
設定すると共に、
地域住民の意見を集約し、
実務的な取り組みを進められたい。

＊ 早稲田土地区画整理地内は、
区画整理完了後３５年を経過し、
U字溝・側溝は土埃やゴミが堆積
し、
排水口も詰まるなど水はけが良くない箇所が増加している。
近年の予想雨量をはるかに超える
ゲリラ豪雨などに備え、
大規模な点検・清掃を実施されたい。

＊ 歩道として利用されている水路や用水の蓋掛け部分が、
車道よりも高くなっており、
安全面では良
いとすることもあるが、
超高齢社会と言われる中でバリアフリー化が求められている。
対策を講じら
れたい。

＊ 河川底の泥を除去することにより通水能力や貯水能力が向上し、昨今のゲリラ豪雨や大型台
風に対し自然遊水効果が期待される。
また、
河川底に砂質土敷設を行う事により自然浄化作用
が向上し水質が改善され水辺の生態系が劇的に復活し、
現在、
下第二大場川に生息している
カワセミなどの生息環境が改善され三郷市のビオトープとして大変有効であることから、
浚渫の
早期実施を図られたい。
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消防署・水道部担当分
連絡から到着までの時間は短縮されてきているが、
受入れ対応可能な病
＊ 救急車対応について、
院に搬送するまでの時間については未だ改善されていない状況である。
救急対応病院と連携の
もと改善策を講じられたい。

＊ 新三郷浄水場では、
平成22年4月にオゾン酸化と生物活性炭吸着処理を組み合わせた高度浄
水処理施設が稼働し、
より安全で良質な水づくりの強化を図り、
他自治体に比して安価な水道料
金で供給している。
水道水の利用率向上に向けて周知啓発を強化されたい。
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昨年度の要望とその対応
平成28年10月の要望事項

要望に対する対応

企画総務部担当分
＊超高齢社会（６５歳以上の高齢者人口の占
める割合が２１％を超える社会）
に突入した
中で、住民の声を聴き課題を認識しながらま
ちづくりを進めなければならない。
そのために
は市職員が地域コミュニティに率先して出向
き対話することが望まれる。直ちに実行でき
る行政改革として遂行されたい。

さまざまな地域課題に担当課が中心となって説明会や勉強会の
開催等を実施しているところです。今後も市民の声を聴き、
課題を
共有できる機会を設けるため、
他市の事例も参考に、
調査・研究を
してまいります。
また、包括協定を締結している大学等との連携研
究が可能かどうかも含め、
検討してまいります。

＊２０年、
３０年後の三郷市を担う若手職員が
将来的展望を考え、諸問題に対して正面か
ら対応していく必要がある。
これからの行政
のあるべき姿を模索し、新たな発想を引き出
すためにも若手職員によるプロジェクトチー
ムを立ち上げられたい。

既存の制度であるグループ研究制度や職員提案制度等により、
若い職員の意見を市政に反映出来るよう務めているところです。
更にこの制度を拡充していくため、
若手職員を含めた組織横断的
なプロジェクトチームの構成方法等について、他市の事例を参考
に調査・研究をしてまいります。

階層別研修に加え、
昨年度に実施した課題別研
＊複雑多様化する行政課題に対応するため、 研修については、
修を継続して実施する予定です。
また、
職員ニーズを改めて確認の
職員の能力開発、意識改革を目的とした職
講義内容の精査を行い更なる課題別研修の充実に努めてま
員研修を実施し、適材適所の人員配置と人 うえ、
いります。
人事評価制度の構築については、
人事評価結果の昇給
材育成の強化に努められたい。
への反映に向けて準備を進めてまいります。
人事配置については、
職員が十分に能力を発揮できるよう適材適所の配置を行いました。
＊既存の組織機構に拘らず、今後、需要が見
込まれる事案に対し、
集約する機能と分散す
る機能をしっかりと分け、効果的に対応し得
る部・課の再構築を推進されたい。
また、
行政
改革の形骸化を招かぬようスクラップアンドビ
ルドを徹底するとともに、
さらにフリーアドレス
オフィス
（職員一人ひとりに固定した席を割り
当てず、仕事の状況に応じて空いている席
やオープンスペースを自由に使う形態）や
ペーパーレス化等の事務改善を図られたい。

人材や財源といった限られた資源を有効的に活用するため、事
業の遂行にあたっては、
行政改革の視点を持ちながら、
組織機構
及び業務改善に取り組んでまいります。
また、行政の業務内容に
合ったオフィスのあり方につきましては、
民間企業のショールーム等
への視察を実施しました。
さらに、政策研究講座では、民間事業
者の社員の方を講師にお招きし、
オフィス環境づくりについて、
ご
講演をいただきました。今後も生産性を高めるオフィスのあり方に
ついて、
調査、
研究を進めてまいります。

＊第４次総合計画後期基本計画が来年度か
ら施行されるが、他の個別計画との整合を
図り、事業の優先順位を明確にしつつ施策
運営に努められたい。
また、
みさと学のコンセ
プトとポリシーを改めて示すとともに、具体的
施策と今後の方向性を市民に明示するよう
努められたい。

市の最上位計画である第４次総合計画後期基本計画と他の個
別計画との整合性や事業の優先順位の明確化が図られるよう、
行政評価の結果等を活用しながら、
施策の推進に努めてまいりま
す。
また、三郷学に関する内容を市ホームページ及び広報みさと
に掲載し、
三郷学の周知を図りました。今後の三郷学の具体的施
策については、市民の皆さんがより身近に三郷学を感じられるよ
う、
様々な手法を検討してまいります。

財務部担当分
＊平成２９年度までに整備することになってい
る新公会計制度について、
固定資産台帳の
早期整備を図るとともに、賃借対照表、行政
コスト計算書等による行政評価手法の早期
検討を図られたい。
また、
現在策定中の公共
施設等に関する総合管理計画の推進を図
られたい。

固定資産台帳の再整備については、
現在内容の精査を行ってい
るところです。平成２９年度末の統一的な基準に基づく公会計制
度による財務諸表作成へ向け準備を進めております。
また、公共
施設等総合管理計画に基づく個別計画の策定につきましては、
企画調整課と連携しながら、
策定を進めております。
将来的な公共施設のあり方については、
当市を取り巻く近年の社
会経済環境の動向等を踏まえ、横断的な公共施設の機能の見
直しや行政サービスのあり方等を含め、公共管理計画等総合管
理計画に基づき、
総合的に検討してまいります。
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平成28年10月の要望事項
＊近年の事業予定から、普通建設事業の増
加などによる公債費残高
（借金残高）
の増加
が見込まれるが、一定の歯止めが必要であ
る。
これから実施される計画に対する市債額
を長期的な視点で具体的に算出し、今後の
税収を鑑みて破たんすることの無いように身
の丈に合った市債の運用を実施されたい。

要望に対する対応
平成２８年度においては、交付税措置のある市債メニューでの借
入を行うとともに、公共施設整備基金を活用することにより、市債
の増加幅を抑制したところです。今後も、
普通建設事業の年度間
における平準化を図りつつ、
適正な市債管理に努めてまいります。

市民生活部担当分
＊ピアラシティ交流センターが開設され３年が
経つ。近隣公園と一体となり食育をテーマと
したこの施設は利用者も増加している中、
駐
車場が極端に不足している。近隣地も含め
た中で更なる駐車スペースの増設を検討さ
れたい。

ピアラシティ交流センター・ピアラシティ中央公園の駐車場について
は、近隣地に駐車スペースを２４台分増設し、現在、利用に供して
おります。

＊市民の健康は我が市の健康である。担当部
局との連携により公園等への健康遊具設置
を推進するとともに、健康遊具を使用した体
操教室など、地域単位で行える新たな施策
を検討し展開されたい。

健康遊具については、
みどり公園課が中心となり、平成２８年度に
３か所設置し、平成２９年度さらに１か所設置を予定しています。
町会等で行う健康づくりの場面において健康遊具の活用を周知
してまいります。

＊マイナンバー制度の運用が平成２８年１月か
ら本格実施となるが、運用者、関係者による
個人情報保護の下、
メリットを最大限に活か
し、住民サービス向上の具体策を検討され
たい。

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付については、
平成29年
9月1日からサービスを開始しております。今後も引き続き市民サー
ビスの向上に努めてまいります。

＊シルバー元気塾は、現在、試験的に夜間講
座を開催しているが、
日中、
参加できない方々
にとって大変喜ばれている。引き続き継続さ
れたい。

試験的な実施について検証し、市民サービスの向上につなげら
れるよう、
検討してまいります。

福祉部担当分
＊高齢者が安心して地域に住み続けられるよ
う地域の見守り体制を強化し、
医療と介護の
連携、生活支援コーディネーターの選任、協
議体の早期設置を図られたい。
また、
介護保
険法等の改正に伴い、影響を受ける要支援
者に対するサービスの低下を招かぬよう、地
域支え合い活動に対する支援策の強化を
図られたい。

地域住民、市民団体と連携を図りながら地域の見守りを行ってま
いります。医療と介護の連携については、
市民講演会を開催し、
市
民普及に努めております。
また、多職種を対象にした研修会を開
催し、市内の多職種連携強化に取り組んでおります。平成２９年
度より開始しました総合事業については、利用者のサービス低下
にならないよう、
当初は現行相当の訪問介護・通所介護を整備い
たしました。
また、
平成２８年度に生活支援コーディネーターを選任
し、
地域資源の発掘、
各種会議、
研修への参加を行っております。

＊アルツハイマー型認知症や若年性認知症、
高次脳機能障がいなどの施策を充実させる
とともに、家族を支援するオレンジカフェの充
実、認知症ＳＯＳネットワークの拡大を図られ
たい。

平成２９年度版「三郷市あんしんガイド」
を発行し、
各関係機関へ
配布しております。認知症初期集中支援チームは、
パンフレットによ
る市民周知の他、地域包括支援センター向け研修を実施しまし
た。
オレンジカフェは今年度６カ所から８か所に増設しました。
ＳＯＳ
ネットワークは市民及び民間企業等へパンフレットによる周知を継
続してまいります。
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昨年度の要望とその対応
平成28年10月の要望事項

要望に対する対応

平成２８年度より新たに地域包括支援センター運営業務を受託し
＊高齢者人口急増に伴う地域包括支援セン
た法人に対し、職員の教育や運営にかかる支援を行ってまいりま
ターの専門職スタッフの増員及び運営費等
また、収支の状況や職員の勤務状況をはじめとする運営実
に対する適切な予算措置に努められたい。 した。
績について実地検査結果とあわせ運営協議会に諮り、適時改善
また、介護関連職員の給与や労働条件の
を行ってまいりました。運営費につきましては算定方法の見直しを
改善を図るとともに、法改正による介護事業
行いましたが、
今後も県内の専門職給与平均を参考にしつつ、
運
者の経営不振を引き起こさぬよう配慮され
営事業における業務量の増加や社会情勢の変化を注視し、
検討
たい。
してまいります。

子ども未来部担当分
＊近年、
待機児童解消策として民営化及び認
可保育所の設置、
また、地域型保育の設置
等、
ニーズに応えるべく施策が講じられてい
る。
しかし、少子化の今、本市の将来的幼児
人口の推移を考えれば、
認可保育所の増設
には慎重にならざるを得ない。今後は地域
型保育所の増設や、
幼稚園の空き教室を利
用した待機児童対策を検討されたい。

待機児童対策については、
「みさとこどもにこにこプラン」に基づい
て実施しているところです。現在の保育施設等については、公立
保育所6か所を含めた認可保育施設21か所、
そして地域型保育
事業の小規模保育事業4か所と事業所内保育事業 1か所の
計26か所となっています。
しかしながら、就学前児童の増加傾向
が続いているため、
プランの見直しを進めてまいります。

＊三郷中央地区は住宅供給の増加により、最
も幼児・児童が多い地域となっている。子ども
達が健やかに育っていくためにも児童厚生
施設の設置が望まれる。現在、児童館及び
類似施設は、早稲田地区、彦成地区、
みさと
団地地区、
戸ヶ崎地区に設置されているが、
三郷中央地区に設置検討をされたい。

三郷中央地区については、三郷中央地区交流施設整備等事業
の公益施設が、
市民交流の場として、
にぎわい創出に資する施設
になりますので、児童館のような単体の施設ではありませんが、子
ども達などの交流や居場所になると考えております。
また子どもの
人口も増えていることから、多機能化、複合化を含めた、子どもの
居場所や交流等を行える場所について研究してまいります。

学校教育部担当分
＊小学生の人口推移を的確に見極め、一学
年１クラスとなっている学校については、保
護者や地域住民への情報提供と理解を得
るべく努められ、
統廃合の検討を早期に行う
よう図られたい。併せて、住民参加の手法に
より、廃校後の利活用について多角的検討
を図られたい。

市内全域の児童生徒数の推移を見極め、
引き続き、学校統合計
画策定に向け協議を進めてまいります。学校統合計画策定後に
は、
公共施設等総合管理計画に基づき、
総合的かつ計画的な観
点から、
住民参加の手法を含め、
今後のあり方や利活用について
検討してまいります。

＊平成２４年度から行っている学力向上５ヶ年
計画も来年度は５年目となる。小学校におい
ては県平均を大きく上回る成果が出ており、
中学校においても県平均に近づいてきてい
る。教育の継続性を重視しつつも、
秋田県や
福井県といった先端教育の手法を参考に
し、
指導力向上にたゆまぬ努力をされたい。

平成２４年度から実施した「学力向上推進５ヵ年計画」の成果と
課題をふまえ、
「 三郷の子供の夢を育む」をスローガンに「第２期
学力向上推進５ヵ年計画」をスタートさせました。新規事業と併
せ、
今後も児童生徒の学力向上に全力を傾注してまいります。

＊８月京都で行われた全国小学生ハンドボー
ル大会において、三郷ハンドボールクラブ女
子が日本一に輝いた。近年この他にも陸上、
サッカー、野球等活躍する選手が輩出され
ている。引き続き文武両道の人材育成に努
められたい。

平成２８年度の新体力テストの結果は、県の目標指標を大きく上
回っており、
児童生徒の体力向上が見られました。平成２９年度夏
季においては、三郷ハンドボールクラブ女子全国３位。中学校で
は、水泳・陸上・相撲・女子ハンドボール・硬式テニスにおいて、
３５
名が関東・全国大会に出場したところです。引き続き文武両道の
人材育成に努めてまいります。
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平成28年10月の要望事項

要望に対する対応

生涯学習部担当分
＊「日本一の読書のまち三郷」を宣言し、児童
生徒の読解力は向上しつつあるが、成人を
含めたまち全体の取り組みとしては日本一と
いうには寂しい状況である。各種行政イベン
トにおける啓蒙や大型書店とのコラボ、民間
団体との協力を得るなど、積極的かつ幅広
い施策を展開されたい。

図書館では、
大人を対象とした読み聞かせや図書館ツアーをはじ
め、
今年度は出張図書館イベントを公共施設などにおいて開催し
ております。民間団体との連携として、毎月のテーマにあった図書
の団体貸出しや、読書関連事業を協働して開催する取り組みを
行っております。読書ボランティアへの活動支援として研修会を開
催、
新三郷ららぽーと内の「ららほっとみさと」ではお話会を行って
いただいております。東武よみうり新聞社と連携し、
子ども司書によ
る
「三郷・子ども司書おすすめ 本の玉手箱」
を毎月１回掲載して
おります。今後も引き続き
「日本一の読書のまち三郷推進計画」に
基づき進めてまいります。

環境安全部担当分
＊高齢者が増加していく中、公共交通の重要
性が高まっている。各駅、病院、
スーパー等
へアクセスしやすい整備はもとより、
あらゆる
公共施設へのアクセス、
また、既存路線の
他、
細街路にも対応できる車両の配備等、
あ
らゆる視点から市内道路交通網の再構築を
考え、
交通難民の解消に努められたい。

現在、
地域公共交通活性化協議会を開催し、
持続可能で利便性
の高い公共交通を目指した「三郷市地域公共交通網形成計画」
の策定に向けて協議を進めております。計画の策定は平成２９年
度末を予定しております。

＊近年、想定外と言われる自然災害が多発し
ており、常に非常時に備える必要がある。市
民の生命財産を守る安全なまち三郷をつく
るべく、
有事の際、
動員配備を速やかに出来
る様、実施訓練を行い、市職員の意識向上
を図るとともに、
行動マニュアルの徹底を図ら
れたい。

平成２９年３月に業務継続計画を策定し、各部署において、非常
時における業務の優先順位及び職員の参集時間についての洗
い出しを行いました。今後は毎年見直しを行い、非常時の体制整
備に努めてまいります。
また、災害に対する職員の意識高揚を図
るため、平成２９年度中に職員を対象とした水防研修会の実施を
予定しております。

＊荒 天 時には送 迎のために一 般 車の各 駅
ロータリー通行が増加するが、新三郷駅以
外の２駅は停車スペースが乏しいため、バ
ス、
タクシーの通行と相まって渋滞が引き起こ
される。安全の確保と渋滞解消のため、
三郷
駅・三郷中央駅に一般車専用の停車場を整
備されたい。

引き続き、
一般車専用停車場の設置について、
調査・研究してまい
ります。

産業振興部担当分
＊早稲田中央共栄会と三郷駅南口商店会が
パーキングメーター
（時間制限駐車区間）
の設置基準を満たすこ
とが難しいと聞いておりますが、
引き続き費用対効果、
安全性の確
ある三郷駅南北の中央通りにおいて買い物
民間コインパーキングとの兼ね合いを含め、
調査・研究してまい
客の利便性向上を図る地域振興策として、 保、
路上コインパーキングの設置を検討された ります。
い。
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昨年度の要望とその対応
平成28年10月の要望事項

要望に対する対応

＊市内商工業者の活性は、
三郷市の活性と直
結するものである。大型店と共存共栄を図る
ためにも、
商工会と連携を密にして産業振興
基本条例の早期制定をされたい。

平成28年度は工業事業者を対象に製造業実態調査を行い、平
成29年3月
「三郷市ものづくり企業ガイドブック」
を刊行いたしまし
た。工業事業者からも好評をいただいております。今後も国・県及
び商工会等の関係機関と連携を密にし、
引き続き商工業の振興
に努めてまいります。
なお、
（仮称）産業振興基本条例につきまして
は、
商工会等と連携しつつ引き続き検討してまいります。

＊都市型農業の推進を図るべく、既存の施策
に代わる実務に即した休耕農地の有効活
用を推進されたい。

農業委員会をはじめとする関係機関との連携により、農地の利用
意向を把握します。併せて、関係法令に基づく制度や、市の農地
流動化施策等の情報提供に努め、
引き続き農地の有効活用を推
進してまいります。

＊「ららほっと三郷」はららぽーとに設置されて
から５年が過ぎ、
新たに業務委託が更新され
た。昨年の年間来客数は３万２千人である
が、
三郷市の情報発信基地としてより一層の
成果が得られるような事業を検討されたい。

今後も総合的な情報発信拠点として、観光情報や市のPRなど、
充実した内容となるよう創意工夫の上、
運営してまいります。

建設部担当分
＊排水機場の整備、
早期稼働及び中央監視シ
ステムの充実により、
三郷市は５０年に一度と
いわれた東日本・東北豪雨では依然より被害
が少なく収まっている。今後も発生が予想さ
れる大雨による浸水被害を軽減するために
「治水対策基本計画」の早期策定は必須で
ある。水路の現況調査から測量調査、計画
策定は期限を定めて着実に実施されたい。

水路現況調査につきましては、平成２７年度に三郷放水路以南、
平成２８年度に早稲田地区において調査が完了いたしました。
ま
た、三郷放水路以南における排水基本計画の策定業務につきま
しては、昨年度に引き続き、現在、河川管理者（埼玉県）
と協議を
進めております。

＊市の指導により新規開発地への浸透桝の設
置が進んでいるが、
今後は、
既存家屋にも設
置を促すよう浸透桝の効果を広く市民にア
ピールし、
ゲリラ豪雨等に対する民間レベル
での治水対策を推進されたい。

浸透桝設置については、
「三郷市雨水浸透ます設置費補助金交
付要綱」
を平成２８年１２月に定め、平成２９年１月より運用を開始
いたしました。今後は、浸透桝設置の促進のため、補助制度の広
報に努めてまいります。

＊新和吉川線から０２２８号線にかけての記念
碑通りは、現況では自転車道としても利用さ
れている狭い歩道がある。現地は幸房小学
校と北中学校の通学路でもあることから、幸
房用水を蓋かけし安全な歩道整備を図られ
たい。

記念碑通りの歩道整備につきましては、関係機関との協議が整
い、車道線形を北側にずらすための水路工事を発注いたしまし
た。現在、
着工に向けての準備を進めております。

＊県道３３３号線から新和高須線に至る延伸
要望に対し、費用対効果や国庫補助などを
総合的に判断し検討するとあったが、
地域拠
点とされている三郷南インターチェンジ周辺
の進展が未だ見られない。市道建設予定部
分について早期着工を望む。

現在取り組んでいる、新和高須線、駒形線の進捗状況などを勘
案して、
引き続き検討してまいります。
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平成28年10月の要望事項

要望に対する対応

まちづくり推進部担当分
＊三郷中央地区・インターＡ地区・インター南部
地区の開発も終わりが見えてきている中、現
在、
栄地区等の開発が進もうとしている。
イン
ター西地区等、有効な開発は今後とも推進
していくべきだが、
物流企業にこだわらず、
一
層の雇用・税収増が期待できる工業団地の
整備や、
にぎわい創出の拠点等も視野に入
れ地域に貢献できる計画とされたい。

半田地区においては、地権者アンケートの結果、地域全体約
125haでの区画整理事業実施は困難と判断し、平成２９年８月に
協議会を解散いたしました。今後は、地権者の動向を注視し、機
運が高まってまいりましたら、
整備手法や支援方法などを検討して
まいります。三郷インター南部第２ゾーンにおいては、平成２９年３
月に組合の設立を認可し、三郷インター南部南土地区画整理事
業に着手いたしました。三郷吉川沿道ゾーンにおいては、地権者
で組織された協議会を発足し、
土地区画整理事業の事業化を進
めております。

＊既存市街地の再開発についても考えなけれ
ばならない時期に差し掛かっている。
まずは
地域住民とともに将来構想を描けるような体
制を作られたい。

引き続き地域の状況を勘案し、
まちづくりの体制づくりを検討してま
いります。

＊本市は幹線道路に接した場所に第一種低
層住居専用地域が拡がっている。住環境を
維持しつつも土地の有効活用、建築物の規
制緩和の観点から、用途地域の変更または
建ぺい率・容積率の緩和をされたい。

第一種低層住居専用地域について、
まずは建ぺい率・容積率の
見直しに関して、
今秋に地元への説明を行う予定で取り組んでい
ます。

工業用
＊本市へ一層の企業誘致を図るには、
水の整備が大きな要因となる。工業用水池、
中川終末処理場の発生水の利活用等を模
索し企業立地を推進されたい。

引き続き工業用水池や中川終末処理場の発生水等の利活用に
ついて調査・研究してまいります。

水道部担当分
＊南部地区においては下水道工事に伴い石
綿セメント上水管の敷設替えが進められて
いるが、
北部、
早稲田地区においても同様に
上水管敷設替えを進められたい。

平成２８年度末時点において、
繰越工事分を含め、
石綿管では１，
１４８ｍ、早稲田地区では３，
０６９ｍの更新工事を実施し、水管橋
においては幸和橋及び横堀橋の新設と駅前大橋、丹後橋及び
新和無名橋の更新工事を完了いたしました。今後も事業計画に
基づき、北部、早稲田地区を含め、石綿セメント管を始めとする老
朽管や水管橋の更新工事を引き続き実施してまいります。

＊豪雨災害時でも安定した水の供給が出来る
よう、
災害時対応に万全を期した体制を整え
られたい。

管路の耐震化を進めた結果、平成２８年度末時点での管路の耐
震化率は３４．
８％に向上いたしました。
また、平成２８年度に組立
式応急給水槽を５基購入するなど、
災害発生時の応急給水対策
の推進に努めております。

消防署担当分
＊消防署は消防活動、救急対応等、市民の
命、安心・安全に直結する部署である。定年
等による退職者が今後増加していくと思わ
れるが、組織力の低下を招かない様、長期
的な視点による職員採用を行うとともに、
日々
の訓練に努められたい。

計画的に職員を採用すするよう関係課と調整を図るとともに、経
験年数に合わせた、初級や中級等の訓練を実施し、組織力の向
上を継続的に図っています。
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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
住所：三郷市鷹野4丁目59番地1
電話：955-4412

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
住所：三郷市番匠免1丁目50番地
電話：952-1911

柳瀬 勝彦

菊名

裕

野村

徹

逢澤

圭一郎

加藤

英泉

柳瀬

勝彦

柴田

吾一

・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
住所：三郷市戸ｹ崎3丁目273番地3
電話：955-2733
・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
住所：三郷市戸ヶ崎2128番地
電話：955-5171

柴田 吾一

・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
住所：三郷市早稲田2丁目10番地7
電話：957-8462
・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
住所：三郷市三郷2丁目1番地9
電話：957-0962
・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
住所：三郷市さつき平2丁目2番2-905号
電話：959-1396
・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
住所：三郷市三郷2丁目6番地1-410
電話：953-4923

