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　三郷市議会２１世紀クラブは、本市の発展と安心・安全な住みよいまちづくりを念頭に、１４万余市

民の負託に応えるべく、日々 精進を重ねております。

　国政においては、２０２０年の東京オリンピックを控える中、企業業績は最高益の更新が続くとはいう

ものの、先送りできない財政再建の課題を抱えております。また、消費税の１０％への引き上げという難

しい決断を迫られております。そして、中国の台頭による米国との貿易摩擦とその影響を受けての日

米の関税問題の行方、外交・防衛における近隣諸国との問題、少子高齢化により増大する社会保障

費への対応等、予断を許さない厳しい状況が続きます。

　本市においても、社会保障費の増大、教育問題、防犯・防災対策、三郷流山橋及びスマートイン

ターチェンジのフル規格化による周辺の道路整備、三郷南インターチェンジ周辺の拠点整備、これらイ

ンフラへの対応等、課題は山積しており、市民が安心して暮らせるまちへ更なる諸施策を講じる必要

があります。

　都市基盤や住環境の整備、女性を含む雇用の創出と活躍、子育て支援、医療、福祉、教育、スポーツ、

文化等の充実は、自治体の発展・活性化に繋がる重要な施策であり、不断の努力・研究を要します。

　新たな住民の転入とそれに伴う人口増加により、行政に対する要望も広範、多岐にわたり、その果

たす役割は更に重要性を増してきており、これら市民の負託に応えるためには、市職員それぞれの英

知を結集し、一丸となって、最小の費用にして最大の成果が得られるよう、効率の良い予算編成とそ

の執行が求められます。市民から寄せられる要望を基にした21世紀クラブの提案を考慮し提言を傾

聴していただき、三郷市が掲げる政策・施策を着実に遂行されることを強く望むものです。

　「市長及び職員は、市民のためにあり」といわれております。このことを真摯にお受け止めいただき、

市民の信頼に応えるべく適切な行政運営を期待し、また、尽力されますよう要望いたします。

三郷市長
　木 津 雅 晟 様

平成31年度
三郷市予算編成並びに施策に対する要望書

平成30年11月吉日

21世紀クラブ三郷市議会
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今年度新規要望

オリンピック発祥の地であるギリシャ共和国。そのホストタウンとして多くの事業展開を行っている
本市へ、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーを誘致できるよう積極的な働きかけ
に努められたい。また、ホストタウンとして、話した言葉が文字化でき、かつ30か国語への翻訳機
能が備わるコミュニケーション支援システムの導入を図り、様々な国から訪れる外国人にも優し
いまちづくりを推進されたい。

古くは「三郷市ファイブ・ハート・タウン構想」また「都市計画マスタープラン」そして現在の第４次
総合計画後期基本計画にも地域拠点として挙げられている三郷南ＩＣ周辺地域について、近
年調査として約２千万円の費用を投入しているが、具体的な進展は見受けられない。先ずは県
道３３３号線の新和高須線までの早期開通を喫緊の課題として積極的に取り組まれたい。

＊

＊

企画総務部担当分

市内各種団体に対する補助金の精査を行い、適正な交付を進めるよう繰り返し要望をしている
が一向に動きが見えない。補助金の総額を対前年度比マイナス５％にするなど客観的に一定
の基準を定め、規模に応じた査定を実施されたい。また、政策は出来ているのか検討を図られ
たい。

＊
財務部担当分

第２期三郷市健康増進・食育推進計画「すこやかみさと」を策定しているが、健康マイレージや
味覚障害対策などの食育について市民に情報提供を行い、さらなる促進を図られたい。

自殺対策計画に基づく施策をホームページなどで公表しているが「心の健康度チェック」や「自
分で気づける症状」など、さらに市民に周知できるよう推進されたい。

振り込め詐欺は今年１月～９月で37件発生し被害額は３千万円を超えている。悪質商法と併せ
て高齢者が被害に遭わないように被害防止策の普及強化を推進されたい。

＊

＊

＊

市民生活部担当分
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「補助犬（身体障害者補助犬）」は目や耳や手足に障害のあるかたの生活を補助する「盲導
犬」・「聴導犬」・「介助犬」のことであるが、本市においても補助犬を必要とされる市民への支援
を進められたい。

手話の使用にかかわる環境整備を図るために「三郷市こころつながる手話言語条例」が制定
されている。しかし、市民の手話への関心はまだ低いと見受けられる。さらなる手話の普及啓発
を進められたい。

徘徊高齢者とその家族に対する支援として、認知症による徘徊時の事故等に対応する「徘徊
高齢者個人賠償責任保険」の全額公費負担による導入を進められたい。

介護職員の確保並びに離職率の高さは全国的に深刻な問題であり、本市においても慢性的な
人手不足となっている。待遇改善の補助金をはじめ市独自の対応策を早急に進められたい。

＊

＊

＊

＊

福祉部担当分

医療的ケア児を育てる家庭の現状として、短期入所・レスパイトできる施設が無く、保育所への
入園も難しいのが現状である。今後、増えつつある医療ケア児への対応についての対策を早
急に進められたい。

待機児童解決に向けた政策を進めるうえで、保育士の確保が切実な問題になっている。手当
の充実や助成金額の増額など、私立幼稚園の方 と々も協力して早急に対策を進められたい。

地域子育て支援拠点において、子育て世代の様 な々ニーズに応えるため、さらに支援員を増員
して事業の充実を図られたい。

児童虐待防止に向けた「児童相談所全国共通ダイヤル１８９番」の周知など施策の強化を含
め、市民の児童虐待監視への目的意識を向上させ普及強化の促進をされたい。

「みさとこどもにこにこプラン」の施策について来年度５ヶ年計画の最終年度になるが、達成の
検証とさらなる拡充を進められたい。

＊

＊

＊

＊

＊

子ども未来部担当分
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今年度新規要望

いじめから一人でも多くの子どもたちを救うため、本市においてもいじめ防止アプリ「ＳＴＯＰｉｔ（ス
トップイット）」の導入を進められたい。

昨今の酷暑による熱中症対策として、特別教室並びに屋内運動場へのエアコン設置を望む。

児童クラブの職員確保について周辺市に比べ給与水準が低いため他市へ流出しているとの
声が寄せられている。市内の優秀な人材を呼び戻すための予算拡充を求める。

＊

＊

＊

学校教育部担当分

ネットトラブル問題は急増しておりネットいじめにより自殺する子どもも増加しており大きな社会問
題となっている。ネットアドバイザー等による親の学習講座は三郷の教育が掲げる３つの柱の1つ
であり、講座開催の依頼は年々増加している。講座開催費用の拡充を求める。

＊
生涯学習部担当分

平成30年６月にオープンした陸上競技場への既存路線バスの増便及び新規路線として三郷
中央駅より直接競技場へ行ける路線の開設を図られたい。

昨今、大型貨物車両の路上駐車が多く市民からの苦情をよく耳にする。
当市の総合計画でも物流企業への誘致を積極的に行っており車両の増大は事実であるが、そ
のしわ寄せを市民に強いる事のないよう市内の違法路上駐車の撲滅に努力されたい。

災害時に避難所を開設しても、情報が市民に伝わらず、本来の機能を果たせなければ本末転
倒である。被害の大小は結果であり、一定の条件を定め事前に市民に告知し共有する事によ
り、危機管理の機能が発揮される。
可視化された行動計画「風水害対応計画」の策定と公表を早急に望む。

つくばエクスプレス開通以降バス路線の利便性向上を目途に平成30年「三郷市地域公共交通
網形成計画」が策定されたが、一部地域から再度の見直しの声が上がっている。計画に掲載
されているデータを基に早期に分析を進め市民の求める計画書になるよう、改討されたい。

＊

＊

＊

＊

環境安全部担当分

三郷市をもっと魅力的なまちにするために新たな農産物を特産品を研究開発し、日本中にア
ピールできるような産業促進に向けた予算確保を検討されたい。

＊
産業振興部担当分



- 5 -

公共工事の推進は市民の生活環境の改善に大きく寄与し、最も可視化された市民還元であ
る。発注工事においての工期遵守はもとより、各年配分された工事予算は年度内にしっかりと執
行し行政責任を忠実に実施する事を望む。

昨今の異常気象は「想定外」という言葉が死語のように思われる程、我々の予想を超えた状態
にある。当市において水害は大きな懸念要素であり治水対策は最も重要な課題である。事前に
出来る対策として市内を流れる河川・水路の浚渫を行う事は、貯水機能が向上が水害の抑止
として有効であり、市管理の河川・水路はもちろん、２級河川においても県への浚渫実施の働き
かけを強く望む。また、大場川に設備されている排水機場のポンプ増設も併せて求められたい。

＊

＊

建設部担当分

先の北海道胆振東部地震において、札幌市清田区の液状化現象により、道路や住宅家屋の陥
没のため断水し、飲料水だけでなく生活のあらゆる場面で不自由な状態であるとの報道があっ
た。当市においても液状化は大きく懸念され、ライフラインである給水管の災害対策は急がれる所
である。早期の対応を望む。

＊
水道部担当分

有事の際、消防団員の存在は欠かす事が出来ない。国の方針でも重要な位置付けがされてい
る。当市においても、団員の高齢化・人材不足は市民の「安心安全」を脅かす事態になりかねな
い。団員資格として「市内在住」「市内勤務」の条件があるが、市役所職員は市内勤務であること
を含め様 な々可能性を探り、団員充当率100％を早期に達成されたい。

＊
消防署担当分

瑞木小学校西側をはじめとする各所の遊休市有地を防災ベンチやシニア用の健康遊具を備
えたシニア公園として活用されることを検討されたい。

新和高須線については、整備区間の用地取得率は約33％であり、今後も用地取得を進め整備
に着手しスピードアップを図られたい。

都市計画決定がなされている路線について、新和吉川線は草加流山線から武蔵野線南通り
市道0111号線までの区間の延伸により、中央地区の都市拠点と新三郷駅周辺の複合都市機
能拠点へのアクセスが向上し、双方の活性化が期待されることから推進されたい。

文化施設や体育施設の付帯設備である屋外の掲示板や看板類の安全対策として、強風によ
る落下や倒壊などに備えるべく、点検マニュアルの作成や修繕計画の策定を急がれたい。

＊

＊

＊

＊

まちづくり推進部担当分
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昨年度の要望とその対応昨年度の要望とその対応

平成２９年６月、株主総会後に「つくばエクスプレス沿線都市連絡
協議会」で首都圏新都市鉄道株式会社へ東京駅延伸に関する
要望書を提出いたしました。また、平成３０年３月に埼玉県を通じ
て、同様の要望を行いました。首都圏新都市鉄道株式会社から
は、平成３０年６月に中期経営計画が公表され、常磐新線の延伸
については、国や関係自治体等とともに検討するとのことが示され
ました。また、８両編成化については、今後の輸送状況等を踏まえ、
列車の長編成化の可能性等について引き続き検討すると示され
ました。今後も引き続き、「つくばエクスプレス沿線都市連絡協議
会」や埼玉県と連携を図り、要望活動に取り組んでまいります。

平成２９年１２月に「武蔵野線旅客輸送改善対策協議会」及び、
平成３０年２月に埼玉県を通じて、東日本旅客鉄道株式会社に対
し要望を行いました。今後も引き続き要望してまいります。 

みさと団地内の分譲住宅地区の高齢化をはじめとする諸問題に
つきましては、一義的にはそれぞれ管理組合の中での判断が重
要であると考えております。しかしながら、住民の方々が安心して
暮らし続けられる仕組みづくり等、住民の方 を々はじめ、各管理組
合、国・県及び関係団体とのさらなる連携が必要になると認識して
おります。 
北公民館・北児童館跡地において、子どもから高齢者までが集える
コミュニティの場としても利用可能な多世代交流複合施設の建築に
向けた検討も進めており、みさと団地のまちづくりのあり方も含め、さ
まざまな視点から都市再生機構等、関係機関と連携し検討してまい
ります。

＊

＊

＊

企画総務部担当分

要望に対する対応平成29年10月の要望事項

平成２８年４月に、１６年ぶりとなる交通政策
審議会の答申が示された。これはおおむね２
０３０年頃の首都圏の鉄道網の在り方を示
すものであるが、引き続き、つくばエクスプレス
の秋葉原～東京間が国際競争力の強化に
資する鉄道として位置づけられた。更には、
新たに都心部・臨界地域地下鉄構想の新
設（東京～有明）及び同構想と常磐新線延
伸の一体型整備が盛り込まれた。これは交
通インフラの発展と共に成長を遂げてきた本
市にとって、更なる成長が期待できるもので
あり、関係自治体及び関係機関と連携のもと
実現に向け鋭意努められたい。 

少子高齢化が進む中、人口増加を図りたい
自治体間では鉄道の誘致競争は先手を打
つ必要がある。２０１５年３月に「上野東京ラ
イン（常磐線の東京乗り入れ）」が開業され
たが、武蔵野線も貨物線を利用してこのライ
ンに乗り入れすることが構造上可能である。
市民生活の質の向上、資産価値の創造の
観点から武蔵野線沿線自治体と共に武蔵
野線の上野東京ラインの乗り入れに対する
実現に向け鋭意つとめられたい。 

昭和４０年代に建設されたみさと団地は約９
２００世帯ある中で、ＵＲ都市再生機構が管
理する賃貸エリア（約７０００世帯）と分譲エ
リア（約２２００世帯）が）存在し、本市の中で
も特に大きなコミュニティである。建設後４０
年以上が経過し、住民の高齢化も進んでき
ている中で、今後起こりうる空き家問題や建
て替え問題等、真剣に当地域のまちづくりを
考えていかなければならない。建物の健全
度、適正人口、住民の声を適格に把握し、将
来ビジョンを示すべく団地再生総合戦略を
策定されたい。
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要望に対する対応平成29年10月の要望事項

平成29年度実績 
【4月～5月】文化交流プログラム開催 
市内小中学校において、ギリシャ大使館職員を講師としてお招き
し、ギリシャの歴史や文化およびオリンピックの歴史についてご講
演いただいた。また、プログラム最終日にはギリシャ大使夫人をお
招きし、生徒たちとギリシャ給食を召し上がっていただいた。 
【9月】フラッグツアー展示 
全国をまわるオリンピックフラッグを2日間にわたり、市役所正面玄
関前で展示。 
【11月】スポルトみさと開催 
オリンピックの気運醸成を目的として、スポーツイベントを開催。
ウォーキングイベントやトップアスリートとのトークショーのほかギリ
シャ写真展を開催。 
【翌2月】マラソン大会での交流
今年で5回目となった。 
【翌3月】ギリシャイヨルティ開催 
※「イヨルティ」＝ギリシャ語で「お祭り」の意味 
3月25日のギリシャ独立記念日に合わせたイベントを開催。ボッチャ
体験、ギリシャ料理教室、オリーブ冠づくりなどを実施。

本市は２０２０東京オリンピック・パラリンピック
競技大会のホストタウンとなり、ギリシャ共和
国とスポーツ・文化的交流を図り、事前キャン
プの誘致を目指している。この世界的一大イ
ベントに向け、オリンピズムとオリンピックムー
ブメントの意義を児童生徒及び市民全体に
波及させると共に、日本の伝統と文化を発信
すべく本市としての対応を検討されたい。 

「統一的な基準による公会計」に基づく財政状況につきましては、
平成３０年３月に三郷市ホームページにて平成２８年度決算の公
表をしております。
また、市から各種団体への補助金につきましては、市の補助金が有
効に活用されるよう、平成３０年度の予算編成においても、各課にお
いて、補助金の見直しを図るよう、全庁周知を実施いたしました。 

公有地等の有効活用につきましては、庁内の公有地等有効活用検
討委員会での検討や地域のご意見を踏まえて検討してまいります。 
旧下新田保育所や旧戸ヶ崎保育所につきましては、それぞれ解体
設計費、修繕設計費を平成30年度予算で計上し、利活用に向け
着 と々準備を進めております。 
また、具体的な公共施設の維持管理等につきましては、三郷市公共
施設等総合管理計画の方針に基づき、施設の状況等を勘案しな
がら、個別に計画を策定していく中で、今後検討してまいります。

財務部担当分
市町村公会計における、財務分析・指標等、
財政の全面的な「見える化」を実施された
い。また、現在、市内の各種団体（８４団体）
に補助金を交付しているが、活動内容や運
営状況、決算時の繰越金額などを精査し、
適正な規模となるよう努められたい。

現在、旧鎌倉教職員住宅跡地や旧市立図
書館跡地など空地となっている公有地が複
数ある。また、旧下新田保育所や旧戸ヶ崎保
育所など空き施設となっている公有地も複
数ある。地域の声を反映し有効活用を検討
しながらも、今後利用が見込めない場所に
ついては売却や利益を生むことの出来る媒
体等への使用を検討されたい。 

市内と近隣市にある介護タクシー事業所と協議し、平成２９年７月
から陣痛時の対応をお願いしています。平成３０年８月現在の協
力事業所は４か所ですが、今後も引き続き事業所と協議し、連携
を進めてまいります。 
不妊治療費等助成事業の実績につきましては、平成２９年度早
期不妊検査５２件、早期不妊治療費１８件、平成３０年度８月現在
早期不妊検査１７件、早期不妊治療費６件となっております。また
平成３０年度から不育症検査の助成を開始しました。８月現在問
い合わせはありますが、実績はございません。

市民生活部担当分
現在、マタニティタクシーというサービスが、全
国各地に広がりを見せている。これは、出産
を控えた女性がタクシー事業者と事前登録
をすることで、２４時間３６５日、陣痛や破水等
の症状が出たとき、安心して家から病院まで
送り届けてもらえるといった民間のタクシー
サービスである。女性が安心して出産できる
環境整備の一環として有用であり、さらには
救急車の出動緩和にも繋がるものである。事
業者と連携し事業の展開に繋げられたい。
また、少子化対策として、不妊治療の負担軽
減をすべく財政支援を検討されたい。

＊

＊

＊
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昨年度の要望とその対応昨年度の要望とその対応
要望に対する対応平成29年10月の要望事項

福祉部担当分

職員数の縮減等については、マイナンバーカードの交付者数及び
コンビニ交付や窓口の利用状況を分析し、市民サービスの低下と
ならないよう配慮するとともに、窓口における市民サービスの向上
をめざすため、平成30年度に窓口改善担当者会議を開催し利用
者の視点に立った運用等についてのシステム構築を図ります。 

高齢者の健康維持、体力増進のため、今後も引き続き、シルバー
元気塾を推進してまいります。 

住民票等のコンビニ発行業務が開始される
にあたり、利用者の視点に立った運用をする
と共に、職員数の縮減など、窓口業務の効
率化を図られたい。 

高齢者の健康寿命を延長するための施策
として、シルバー元気塾やいいとも体操の更
なる推進、公園等への健康遊具の設置を継
続して実施すると共に、すこやかみさと（健
康増進計画・食育推進）地域推進事業を進
められたい。

相談支援事業（地域生活支援事業）としての委託相談支援事業
所又は指定一般相談支援事業所、若しくは指定特定相談支援
事業所の数は29年度と同件数となっております。 
緊急時の処遇困難なケースへの対応は事業所だけに任せず、市
でも一緒に相談支援を行っています。 
また、委託相談支援事業所は1か所ですので、地域バランスを考慮
し、年3回南部地区での出張相談会を市主催で行っております。 
また、介護保険利用者につきましては、ケアマネージャー対象に障
がい福祉課で提供しているサービスについて説明を行いました。

生活保護を担当するケースワーカーについては、平成２９年度に３
名増員しました。引き続き、標準数を満たすよう増員に努めてまい
ります。 
ケースワーカーが増員されたため、埼玉県監査において、課税調
査、資産調査、不正受給の発見、防止、家庭訪問の実施などに対
する適正実施の指数となる指摘率が、前年度比半減するなどの
効果が得られました。また無料低額宿泊所等への立ち入り調査
なども実施し、適正運営を確認しております。今後も保護動向に注
視し、ケースワーカーの充足につきまして、人事当局との調整を
図ってまいります。 

平成２９年度途中から県内大学と連携し、みさと団地地区以外の
新たな事業展開について検討を始めました。 
今後、関係者からニーズ把握を行い、地域の実情に最適な施設
整備が行えるよう検討してまいります。 

近年、身体障がい、精神障がい、知的障が
いに対する各手帳の取得者が増加してい
る。これは、生活習慣病や大腸がん等、各種
罹患から障がいに発展するといったケース
（身体）、退院促進、就労支援の促進といっ
た社会保障の変化によるケース（精神）、検
診の制度が進み早期発見、または、社会適
応の困難さなど成人になってから発見され
るといったケース（療育）が挙げられる。更に
は難病や発達支援など手帳を取得しなくて
も同様の支援を必要とする方も増加してい
る。こういったことから、第４期障がい者計画
にもあるように障がいを持つ方々の相談支
援を更に充実されたい。

生活保護に関する扶助費について、平成２
７年度決算では約４２億９千万円となってお
り、平成２３年度から比較すると２億５千万円
増加している。働けるのに働かないといった
モラルハザードや所得を隠しての不正受給、
ホームレスを利用し搾取する生活保護ビジ
ネス等の問題が横行する中、より適正な制
度運営が求められる。公平な保護判断、更
には受給者が生活保護から社会復帰できる
よう、ケースワーカーの増員など支援体制の
強化に努められたい。 

現在みさと団地中央商店街において「ほっ
とサロンいきいき」が運営されている。市民が
中心となって高齢者の孤立化・引きこもりなど
を防止すると共に、簡易な家事支援、安否
確認等も行っている。「参加と協働のまちづ
くり」のモデルケースと言えるものであり、市
内各地域に同様の施設を設置するように検
討されたい。 

＊

＊

＊

＊

＊
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要望に対する対応平成29年10月の要望事項

リバースモーゲージにかかる不動産の資産活用の相談につきまし
ては、社会福祉協議会で実施している不動産担保型生活資金
福祉サービス利用に向けての相談支援を行いました。今後も必要
な福祉サービスに繋がるように取り組んでまいります。 

資産の大部分が不動産のみという方も多い
中、高齢者が自らの資産を活用して、必要な
福祉サービスが利用できるよう、金融機関と
連携してのリバースモーゲージの推進に取り
組まれたい。

子ども未来部担当分

教育全般

０～２歳までを対象とする地域型保育施設につきましては、３歳以
降の受け入れ先となる連携先施設を必須として設定しておりま
す。適正配置につきましては、「みさとこどもにこにこプラン」に基づ
き進めておりますが、近年の人口増に対応するため、２９年度に計
画値を見直し、教育・保育の「量の見込み」と確保策を上方修正
いたしました。今後は修正後の数値に基づき、適正配置と安全で
良好な保育環境の整備を行ってまいります。

三郷中央地区は、市内でも近年子育て世代を含めた人口が増加
している地域であり、子ども達の居場所の必要性については認識
しております。
現在、中央地区交流施設が建設中であることから、この施設を活
用した子ども対象の事業の実施等について検討して参りますとと
もに、この地区にどのような施設が必要であるか、関連部署と連携
を図りながら、引き続き研究してまいります。

近年、老朽化した効率保育所の民営化、新
規民間保育所・認定子ども園・地域型保育
所の設置と待機児童対策に取り組んできて
いるが、０・１・２歳に特化した地域型保育所
の設置を進める中で、３歳からの受け入れが
難しいといった新たな課題が出て来ている。
今後は、幼稚園や小学校との連携も検討し、
中期的な人口を勘案しながら適正な配置を
検討されたい。

今日まで、児童厚生施設（児童館・児童セン
ター）は早稲田地区・彦成地区・みさと団地
地区・戸ヶ崎地区と４ヵ所で運営されており、
子どもたちの健全な遊び場として親しまれて
いる。現在、開発に伴い中央地区における年
少人口が増加しており、今後も更に伸びると
予測されている。地区内の小学校における
児童クラブの受け入れ枠にも限りがあること
から、子ども達の健やかな成長のためにも中
央地区での児童厚生施設の設置を検討さ
れたい。

三郷市教育委員会では、「授業規律の徹底」、「日本一の読書の
まち」、「親の学習」を「三郷の教育三つの宝」として施策展開を
行っております。
平成２９年度は、科学の甲子園ジュニア全国大会出場、青少年読
書感想文全国コンクール優秀賞、図書館を使った調べる学習コン
クール優良賞など大きな成果をあげております。 
「三郷の教育三つの宝」を更に徹底するとともに、第２期学力向上
推進計画に基づき教育活動を展開し、子ども達の夢を育む教育
を実践してまいります。  

新教育長が任命された中で、教育関係それ
ぞれの分野で新たな施策が展開されていく
ものと思われる。これまで遂行してきた教育
の中で引き続き推進していくもの、新たに取り
入れていくものをしっかりと明示し、教育発展
のために確固たる決意で当たられたい。

＊

＊

＊
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昨年度の要望とその対応昨年度の要望とその対応
要望に対する対応平成29年10月の要望事項

児童生徒の学習環境向上のために導入し
た小中学校の空調施設の運転費用として、２
８年度当初予算に約２５００万円計上された。
必要な経費ではあるが、今後、恒久的になる
ものであり、新たな財源を確保する必要があ
る。現在、幸房小学校の増築と共に国・県の
補助金を活用してソーラーパネルを設置して
いるところだが、他の学校においても同様の
整備ができないか、もしくは場所貸し等で利
益を生む方法など多角的に検討し、財源確
保に向け積極的に取り組まれたい。

中央地区のまちづくりにより、児童生徒数が
増加している学校もあるが、他方で少子化が
進み適正規模の学校運営が不可欠である。
勇気をもって学校統合を検討されたい。 

平成２４年度から始まった学力向上５ヶ年計
画によって、小中学校とも目に見える形で結
果が出てきているところだが、伸び悩んでい
る教科の克服、勉強が苦手な児童生徒に対
しての対応など様 な々角度から検証し、来年
度に向け新たな計画を策定し学力向上に対
してたゆまぬ努力を続けられたい。また、社会
的にソーシャルネットワーク等の使用で陰湿
化、深刻化しているいじめ問題について、い
じめ根絶に向けた指導はもとより、児童生徒
の些細な変化を見落とすことのないよう、教
師、さわやか相談員、児童会、生徒会との連
携を深められたい。 

「三郷市公共施設等総合管理計画」に基づく教育施設の個別
計画を平成３１年度までに策定できるよう作業を進めております。
計画では、施設の老朽化に対する改修計画が最も重要な位置づ
けとなりますが、ソーラーパネルの設置等についても検討していく
予定です。 
また、場所貸しにつきましては、他施設の個別計画とも関係するこ
とから、関係各課と連携を図ってまいります。

「三郷市立小中学校教育環境整備計画（平成２２年度策定）」を
平成３１年度までに改定できるよう作業を進めております。児童生
徒の教育環境を第一に考え、統合も視野に入れながら引き続き検
討を重ねてまいります。

「第２期学力向上５カ年計画」の実施により授業規律の徹底と各
教員の授業力向上に努めております。小学校では目標値をほぼ
達成し､中学校は徐々に目標値に近づいております。今後も計画
を不断に見直し、個に応じた教育の推進を図ってまいります。 
いじめ根絶に向けては児童会生徒会を中核とし、「いじめ撲滅運
動」を推進しております。また、「いじめ問題対策連絡協議会」を
開催し、「三郷市いじめ防止等のための基本的な方針」を改訂い
たしました。各学校でも「方針」を改訂し、いじめの未然防止、早期
発見・解決を目指した組織的な対応に努めてまいります。

学校教育部担当分

現在、北公民館で行われている各種講座は
市民の皆様から大変評価をされている。こう
いった事業を、文化会館をはじめとする市内
各文化施設で行えるよう、出前講座等の手
法も含め検討されたい。

北公民館の各種講座の出前講座等につきましては引き続き研究
してまいります。 

生涯学習部担当分

市内の道路網は国道、県道、市道と利便性
がよい反面、通行車両の増加により渋滞を
引き起こしている。とりわけ大型車の通過台
数が増加し、中には過積載の車両も見受け
られることから、通行の安全を損なうだけで
なく、市内の道路、橋梁の劣化・破損にも繋
がる。市民の安心安全をおびやかす過積
載車両の取り締まり強化と罰則強化を検討
されたい。

市民の皆様が、安全・安心に道路を利用できます様、関連課と連
携を図りながら、警察による過積載車両の取り締まり強化につきま
して要望いたしましたが、今後も、継続して安全対策が講じられま
すよう、引き続き、要望してまいります。

環境安全部担当分

＊

＊
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要望に対する対応平成29年10月の要望事項

産業振興部担当分

平成２９年度は、防災行政無線を新たに１基増設いたしましたが、
防災行政無線の放送は、設置場所、建築物の構造さらには住環
境等の違いから全ての地域を同じ音量で放送することは困難な
状況でございますので、引き続き、防災行政確認ダイヤルや登録
制メール配信サービスの利用についての普及啓発に努めてまいり
ます。

避難所の使用判断をするにあたり、市内３３箇所全ての避難所に
判定士が駆けつけて判
断することは極めて困難であることから、避難所安全チェックシー
トの取り扱いについて、判定士を講師に迎え、避難所参集職員を
対象とした説明会を実施いたしました。また、平成２９年度中に新
たに３箇所の避難所（高州小学校・吹上小学校・南中学校）につ
いて、避難所運営委員会を立ち上げ、避難所運営委員会の中で
避難所の開設方法について説明を行っており、今後は順次開設
訓練にまでつなげてまいりたいと考えております。 
業務継続計画の策定につきましては、平成２９年３月に策定済で
ございますが、人事異動や組織機構改善等による軽微な変更も
含めて毎年見直しを実施しております。 
災害時に動物を避難所に連れて行く「同行避難」については、平
成２９年１１月に自主防災会を対象とした説明会を実施しておりま
すが、その後も機会を捉えながら啓発活動を実施しております。 

将来に渡って持続的かつ安定的に公共交通を維持・発展させ、ま
ちづくりなどの地域戦略と一体となった公共交通の活性化、利用
促進を図るため、「三郷市地域公共交通網形成計画」を平成３０
年３月に策定しました。平成３７年度までを計画期間としており、本
年度より事業に取り組んでおります。

防災無線について、現在、市内１０８カ所に
設置され、防災みさとや子どもたちの見守り
を呼びかける定時放送の他に迷い人の捜
査協力等の放送も実施されている。このよう
な中、地域により聞こえづらいといった苦情
が寄せられている。防災無線は有事の際、
市民に情報を提供する唯一の手段である。
市内全域に聞こえる様必要な対策を取られ
たい。

災害時における指定避難所の使用判断に
ついて、スキームの確立・関係各所への周知
を早急に行えるよう体制の整備を図られた
い。また、市庁舎損壊に備えた業務継続計
画（ＢＣＰ）策定は急務である。それに伴う職
員招集訓練、避難所開設訓練などを繰り返
し実施し、災害に対する市職員の意識向上
を図られたい。更に、災害時の避難所は人
命第一が大前提だが、動物愛護の観点か
ら環境庁も推奨している「同行避難」を推進
していく必要性がある。動物病院や関係団
体とも綿密な協議をし、場所の確保、市民へ
の周知等、有事の際も人と動物が共生でき
る体制を整えられたい。

つくばエクスプレス開通と共にバス路線網も
拡充され利便性は格段に向上したが、一部
地域では市役所経由をはじめ公共施設へ
のアクセスが不便な地域もある。交通弱者の
救済や高齢者の健康増進、市街地の活性
化、新産業の創生のため、バス路線網の見
直しと道路整備後の新路線の構築を検討さ
れたい。 

コミュニティＦＭから発信される農・商・工業関係の情報につきまし
ては、大変有益なものであると期待しております。 
関係各部と連携を図り、今後もコミュニティＦＭについて、調査研
究してまいります。

市内経済の発展は、持続可能なまちづくりと
して欠かせないものである。そのためには広
義の意味で「地産地消」を推進していく必要
がある。現在、ソーシャルネットワークを活用し
た情報の提供を手掛けはじめたところだが、
併せて商工業者の情報、農業関係者の情
報、災害時の情報伝達等、あらゆる情報を
市民の届けることができるコミュニティＦＭの
開設は有効な手段と考える。商工会をはじ
めとする市内諸団体と協力し開設に向け尽
力されたい。

＊

＊

＊

＊
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要望に対する対応平成29年10月の要望事項

本市は近郊農業が盛んであり、畑や田園は
故郷の風景として市民に安らぎを与えてくれ
ている。「儲かる農業」実現のために、６次産
業化新たな特産品の選定など、農業団体と
共に市内農業の活性化に努められたい。 

市内農業の活性化は、取り組むべき課題であると認識しておりま
す。平成２９年度から、チャレンジ農業支援事業としまして、農産物
のブランド化・６次産業化・新特産品の研究開発に取り組む事業
者の支援を行いました。今後も農業者、農業団体との対話を深
め、また、春日部農林振興センターやさいかつ農業協同組合など
各種関係機関と連携を図り、６次産業化等に繋がる事業を推進し
てまいります。 

彦成５丁目、早稲田中学校南側に位置する
市道０１１３号線と市道０２０５号線の交差点
は、接触事故が絶えない場所である。以前か
ら地域の住民や学校関係者から信号機の
要望がある所だが、更に、近隣の半田運動
公園では毎週、少年野球の児童が練習する
ため、スポーツ関係者からも早期の信号機設
置が望まれている。早急な対応を求める。

三郷放水路以南において、雨天に伴う中川
の水位上昇と干潮満潮の影響により内水対
策が困難となる。また、東日本大震災の影響
による市内全域の地盤沈下にて潮位による
ポンプ運転回数が増加している。配水ポンプ
も老朽化しており、不具合が生じれば三郷市
の浸水被害が懸念される。昨今の異常気象
を鑑み、大場川および下第二大場川流域の
治水向上を図るため、排水ポンプの増設を県
に要望されたい。

地域拠点の一つして、後期総合計画にも挙
げられている三郷南ＩＣ周辺地域に、主要な
幹線道路の交差部分があるが、県道３３３号
線から新和高須線に至る、市が施行する予
定の延伸部分が未だ手つかずの状態であ
る。早期着工を望む。 

治水対策基本計画策定の必要性は、昨今
の気象状況を鑑みれば自明である。計画の
策定はもとより、整備の実施が急務である、策
定された地区からの工事着手を円滑に推進
すべく予算措置を行い「三郷治水百年の
計」に向け鋭意努力されたい。

区画整理後３５年経過した三郷駅周辺は、Ｕ
字溝・側溝は土埃やゴミが堆積し、また排水
口も詰まり水捌けが良くない箇所が増加して
いる。豪雨に備え、区画整理後初の大規模
な点検・浚渫を実施されたい。

信号機が早期に設置されますよう、今後も引き続き要望してまいり
ます。

大場川及び下第二大場川流域の治水安全度の向上を図るため、
大場川上流及び下流排水機場の排水ポンプ容量の増大（増設）
につきまして、引き続き埼玉県へ要望をしてまいります。 

現在取り組んでいる、新和高須線及び駒形線の進捗状況、費用
対効果や国庫補助などを総合的に検討してまいります。 

総合治水計画の策定に向けた排水基本計画の見直しにつきまし
ては、計画的に策定を進めており、河川管理者（埼玉県）との排水
協議を進めております。 
今後も引き続き河川、水路及び下水道整備などとの調整を図りな
がら排水基本計画の見直しを進め、早期の計画策定に向けて努
めてまいります。

道路側溝清掃は、市内各所において、定期的に実施する箇所及
び市民要望を受けて清掃の必要がある場合に実施しております。
三郷駅につきましては、市内３駅を中心に路面清掃を平成２９年１
２月に実施したところでございます。今後も引き続き、道路側溝清掃
を実施し、安全で良好な道路環境の整備に努めてまいります。

建設部担当分

＊

＊

＊

＊

＊
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要望に対する対応平成29年10月の要望事項

まちづくり推進部担当分

幸房用水通りと記念碑通りの交差点から茂田井落としに至る用
水路につきましては、通行に支障となる樹木の伐採を平成２８年９
月に実施しました。今後も引き続き、水路内の樹木についての適正
な管理に努めてまいります。 

幸房用水通りと記念碑通りの交差点から茂
田井落としに至る用水路は樹木の繁茂が激
しく、枝が道路上につき出て通行に支障をき
たしている。また、ゲリラ豪雨等の増水時樹
木にゴミが集積し周辺の冠水が懸念され
る。伐採等適正な管理に努められたい。 

引き続き、透明性を持った事業の取り組みに努めてまいります。

平成３０年３月３１日に「（仮称）三郷北部地区土地区画整理組合
設立準備会」が設立され、事業計画などの作成を進めておりま
す。 
また、事業が環境に及ぼす影響について、埼
玉県環境影響条例に基づき、調査計画書を作成し調査を開始し
ております。 
引き続き、関係機関との協議を進め、早期の事業化に取り組んで
まいります。

現在、東京都では、築地市場移転に伴い混
乱が起きている。行政が行う事業は血税を
原資としており、故に住民の利益と福祉に繋
がる公平公正なものでなければならない。今
後とも一つひとつをより精査し、透明性を持っ
た事業を展開されたい。 

産業立地ゾーンの手法から区画整理事業
へ転換した彦糸・彦音地区のまちづくりにつ
いて、予定地域の東西には住居地域が広
がっており、そこを三郷インターチェンジから
吉川に抜ける県道三郷吉川線が縦断して
いる。地域の声、周辺の環境を最大限勘案
しながらも、主要道路の沿線という大きなメ
リットを活かし、新たな財源確保の観点から
も、産業団地等の誘致を目指した計画とされ
たい。

水道部担当分
北部浄水場の配水ポンプのオーバーホールを実施し長寿命化を
図りました。 
また、他の電機・機械類についても定期的な点検を行い、適宜部
品交換や修繕を実施しております。 
今後におきましても、「第３次三郷市水道事業基本計画」に基づ
き、計画的に維持管理及び施設更新を行い、水道施設の長寿命
化を図ってまいります。 

上水をタンクから市内に送り出す給水施設
は、市民のライフラインとして欠かせないもの
である。全面改修には莫大な予算が想定さ
れることから、細かな部品の摩耗などチェック
をこまめに行うと共に、適宜更新をしながら、
重大な損壊に至らぬよう施設の長寿命化を
図られたい。 

消防署担当分
消防団員確保のため、消防団サポーター事業を引き続き展開す
るとともに、団員処遇を改善し、若い世代の団員を確保するため、
準中型自動車免許取得補助金要綱や学生消防団員活動認証
制度を制定する予定となっています。また、今年度は第二分団第
３班の機械器具置場を移転し建替えを行ってまいります。 

市内消防活動に対する消防団の貢献は大
変大きなものである。火災現場は言うまでも
なく、他にも歳末警戒や防災訓練、地域イベ
ントの警備など必要不可欠な存在であり、今
後も消防団員の適正数の維持・確保及び消
防団の装備充実を図られたい。

＊
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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 

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
住所 ： 三郷市戸ｹ崎3丁目273番地3 
電話 ： 955-2733 

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
住所 ： 三郷市戸ヶ崎2128番地
電話 ： 955-5171 

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
住所 ： 三郷市早稲田2丁目10番地7 
電話 ： 957-8462

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
住所 ： 三郷市三郷2丁目1番地9 
電話 ： 957-0962

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
住所 ： 三郷市さつき平2丁目2番2-905号
電話 ： 959-1396

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
住所 ： 三郷市三郷2丁目6番地1-410
電話 ： 953-4923

柴田 吾一柴田 吾一

柳瀬 勝彦
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