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　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
14万余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。
　我が国を取り巻く経済状況は米中貿易摩擦や中国経済の減速の影響、米国と中近東諸国の問題、 英国のEU離脱、
日韓関係の悪化など、多くの海外リスクが懸念されています。
　国内においては、東京五輪前の建設ラッシュは好感されているものの、消費税増税後の影響や東京五輪後の情勢な
どのマイナス要因も多く、好転材料も乏しいことから、現況のような緩やかに下降する状況が続くのではないかと懸念され
ています。そんな中、幼児教育・保育の無償化により、 パート・アルバイトを含む女性の雇用・就業者の増加によりその活躍
が期待されます。
　2020年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、当市においてはギリシャ共和国陸上競技のホストタウンとして、
いよいよ市民の興味と目を楽しませてくれるものと思います。
　また、2020年は三郷市第5次総合計画策定の年度に当たり、市民本位の安心・安全な暮らしが全うできる更なる諸施
策が講じられることを期待いたします。
　その中で、仮称三郷流山橋と接続する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と健全な開発、
三郷南インターチェンジ周辺の拠点整備、都市軸道路延伸による東埼玉道路への接続、これらに係る道路整備、既存
市街地の再開発等、これらインフラへの対応も課題山積みで あります。
　また、新たな住民の転入等による人口の増加と共に確実に税収増が計られているものの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、教育環境の整備、交通・防犯・防災対策、上下水道の再整備や近年の豪雨に
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、 観光事業の充実等広範囲にわたり、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る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・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みます。
　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、発展が図られるよう、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いただきます。
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情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した業務の効率化には印刷用の紙やインクの使用量や費用の削減、業
務時間の削減など様 な々効果が期待される。また、市民サービスという点においてもより多様性を持っ
た対応をスムーズに行うことが可能である。情報管理室が中心となり各部署と横断的に検討を行い、
庁内業務へＩＣＴのさらなる導入・推進を図られたい。

世界のスポーツの祭典である２０２０年東京オリンピック・パラリンピックは市民にとっても大きな関心事で
ある。全国応援村実行委員会が管轄する「応援村」や東京オリンピック・パラリンピック競技大会組
織委員会が管轄する「コミュニティライブサイト」といった事業を活用し、オリンピック・パラリンピックを
契機とした地域活性化、本市の魅力の発信の機会を創出されたい。

自治基本条例第１８条において「執行機関は総合計画に基づく政策の方針を明らかにし、効率的か
つ効果的に市政を運営するため、行政評価を実施し当該行政評価に関する情報を市民等及び議会
に分かりやすく公表するものとする」とある。第４次三郷市総合計画における現在までの行政評価に関
する情報を分かりやすく公表されたい。また第５次三郷市総合計画策定においてもこの評価は必要不
可欠で貴重な情報であり、これらの問題点を躊躇せず公表し多くの市民がパブリックコメント等への参
加を望むよう条例を運営されたい。

企画総務部担当分

健康推進や介護予防に有効な取り組みとして本市ではシルバー元気塾が非常に人気を博している。し
かし、定員オーバーで参加できない方がいる状態が継続している。夜間講座の開催や講師のなり手不足
の解消に努め、希望者が全員参加できるような環境を整備されたい。

令和元年８月１７日にオープンした「三郷中央におどりプラザ」は今後本市のにぎわいの拠点となること
が期待される。独自イベントの充実やにおどり公園で行われるｍｉｓａｔｏ ｓｔｙｌｅをはじめとした市の催しとの
連携を深め、さらなるにぎわいの創出に努められたい。

がんは近年では早期に発見すれば治る病気と捉えられている。しかしながら本市は埼玉県内において
がんによる死亡率が高いとのデータもあり、対応が求められる。現在１０％強であるがん検診の受診率向
上を図り、現状を改善されたい。

市民生活部担当分

市街化区域の下水道整備を目標期限内に実施されたい。
建設部担当分

「国民健康保険」「介護保険」「後期高齢者医療」それぞれの特別会計は本来それぞれに加入してい
ない年齢、職業の方も多いことから独立的に歳入歳出が完結することが望ましいが、近年一般会計か
らの繰り入れが常態化している。保険者・被保険者間で会計が成り立つような特別会計の運用を図ら
れたい。

将来世代にツケを残すことになる借金（地方債）は、できるだけ少ない方が望ましいと考える。ついては、
手元資金に余裕があるときに繰り上げ償還の積極的な運用を行うと共に、新規事業を行った場合に限
度額まで起債するのではなく、限度額よりも低い金額で起債するなど、借金（地方債）をできるだけ少
なくするような運用を行われたい。

財務部担当分



「高齢者の居場所づくり」は高齢者が心身機能の衰えに伴い閉じこもりがちとなり、社会との接点をなくし
て孤立することなどを防ぐために非常に有効な施策とされている。厚生労働省の地域支援事業実施要
綱では居場所は週１回以上の開催を基本とし、開催箇所数は人口１万人におおむね１０か所を目標とし
て、地域の実情に応じて定めるものとすると記載されている。現在本市では居場所と捉えられる場として
地区サロンが２５か所、認知症カフェが７か所、老人福祉センターが３か所に加えほっとサロンいきいきや
老人憩いの家やすらぎ荘等があるがまだその数は十分とは言い難く、今後より一層の居場所づくりを進
められたい。

特別養護老人ホームへの入所を希望するも施設の定員に既に達している等の理由から入所を待ってい
る方々、いわゆる待機高齢者の問題が近年常態化している。地域密着型を含めた特別養護老人ホーム
の施設整備を計画的に進め問題の解決を早期に図られたい。

病気やケガ、足腰の衰え等様々な理由から日常の買い物が困難な状況にある方々、いわゆる買い物弱
者へ対する支援は近年都市部においてもその必要性が叫ばれている。民間の移動販売車との連携や
タクシー券の給付数増等、様 な々対策が考えられる中で、経済産業省発行の「買い物弱者応援マニュア
ル」で大別されている「家まで商品を届ける」「近くにお店をつくる」「家から出かけやすくする」「コミュニ
ティを形成する」「物流を改善、効率化する」に基づき多角的な支援を図られたい。

介護福祉において地域包括ケアシステムが担う役割は非常に大きい。老々介護や介護離職、介護疲れ
による無理心中等の社会問題は後を絶たず、介護をする側される側双方を地域全体で支えていく地域
包括ケアシステムの早期の構築が望まれる。第６期介護保険事業計画で示した「２０２５年までの地域包
括ケアシステムの構築」そして第７期介護保険事業計画で示した「さらなる地域包括ケアシステムの深
化・推進」の実現の為、地域包括ケア推進室を設置し重点的に取り組むと共に、団塊の世代が全て７５
歳以上になるとされる２０２５年問題への対処も併せて図られたい。

福祉部担当分

幼児教育・保育無償化によって三郷の子ども達も平等に無償化の恩恵を受けることができるようになった。
市内に住む子どもが市外の幼児施設へ通っても無償化の対象になる。給食費においては副食費の徴収
などの新たな費用も発生することから、市の方針と現場の認識がしっかりと合うように連携を図られたい。

平成３０年７月５日文部科学省より「子ども食堂の活動に関する福祉部局との連携について」が示された。
また厚生労働省から各都道府県知事等宛に、子ども食堂の意義を確認し、地域住民・福祉関係者及
び教育関係者に対し子ども食堂の活動への理解と協力を促すよう依頼するとともに、食品安全管理に関
する留意事項等、子ども食堂の運営上留意すべき事項を運営者や関係者に周知するよう、通知がなさ
れた。本市における子ども食堂の展開が子ども達にとって、素晴らしいものになるように情報提供と環境整
備を図られたい。

子ども未来部担当分

三郷市陸上競技場は本市の新たなランドマークとして陸上競技やサッカー、ラグビーといったスポーツ競
技の利用に止まらず様 な々イベントの会場としても利用され多くの人達が来場している。来場者は子ども
から高齢者まで多世代にわたり障がい者等も来場している。全ての方が等しく安全且つ満足に競技場を
利用できるように施設の更なるバリアフリー化、ユニバーサル化を図られたい。

日本一の読書のまちを宣言して６年が経過したが、名実ともに日本一の読書のまちを目指すべく大きな方
針転換が必要な時期が到来している。新たな本市の顔となる駅前大型複合型図書館の新設など市民
や有識者、企業等の叡智を集め目玉となる新しい施策を打ち出されたい。

公共図書館・図書室においては日本一の読書のまちにふさわしい蔵書の一層の充実、また、雑誌・新聞
類については近年取り止めとなったタイトルの復活とさらなる拡大を図られたい。

生涯学習部担当分



放課後児童クラブにおける待機児童解消の為、職員賃金の増額を行い職員数の増加に努める等、様々
な取り組みはあるが解決に向けては道半ばであり、開設場所の拡大や職員数の更なる増加、その為の
予算増等を行い待機児童の解消に努められたい。

児童・生徒にとって学校図書館は読書に親しむ場であると共に学びの場である。しかしながら現在の学
校図書館には授業や教科書で学ぶ最新の歴史通説や科学的事実とは異なる古い内容の図書が散見
される。こうした図書資料の早急な入れ替えが為されるよう環境を整備し、日本一の読書のまちにふさわ
しい学校図書館の実現を図られたい。

学校の教職員の長時間勤務は深刻な状況にあり、全国的に働き方を見直す「学校の働き方改革」が論
じられている。中教審の答申では学校における働き方改革の諸施策実施による勤務時間縮減の目安も
列挙されている。登校時間の見直し、学校徴収金の徴収・管理事務の負担軽減、外部人材の参画、部
活動指導時間の適正化などによる縮減効果例を具体的に示している。これらに基づく財政措置が取ら
れていることも踏まえ、給食費の公会計化やスクールサポートスタッフ、部活動指導員等の導入推進を図
られたい。

ＰＴＡや地域住民の学校教育への参加を促すために始められた取り組みがコミュニティースクールであ
る。このような取り組みが行われることで、納税者・消費者の声を　学校教育に反映することができ、「地
域全体で子どもを育てていく」という意識が芽生えてくる。また、教職員の負担を軽減することも可能とな
ることからも、導入へ向けて調査研究を図られたい。

現代は様 な々背景を持つ人々が、互いを理解し尊重し合いながら暮らす社会を目指す時代である。障が
いの有る無しにかかわらず、子ども達が平等に健やかに育つ環境を作っていく必要がある。多様性を認
め合う社会をつくるべくインクルーシブ教育を受けることは大変重要である。子ども達の将来のために導
入へ向けての検討を図られたい。

医療的ケアが必要な子どもを持つ保護者より「幼稚園での預かりなどしていただけない現状を考えると、
この先小学校においても同じような対応なのか、対応している他市への転居を検討すべきか、悩んでい
る」との声を頂いている。国の助成金の検証を含め医療的ケア児に対する支援の推進を図られたい。

学校教育部担当分

ふるさと納税に関して本市では現在、寄附して頂いている金額よりも市民が他市へ寄附した結果、納税
が控除となった金額が１億円以上も上回っている。過剰な返礼品競争は避けるべきであるが、本市の魅
力を今一度追求し納税者に選ばれる返礼品を揃えることで現状が改善されるよう図られたい。また、返
礼品対策以外にも市税の流出超過を食い止める施策を併せて検討されたい。

地域振興や観光資源創出の観点から、三郷ジャンクションを有する本市において「道の駅」は大変有効
的な事業であると考える。市長公約にも有った道の駅の誘致を急がれたい。

市内におけるキャッシュレス化対応について関係省庁より「キャッシュレス化に向けた方策」として、海外
発行クレジットカード等での現金の引き出しが可能なＡＴＭの普及促進、地方商店街や観光地等でのク
レジットカード等決済端末の導入促進及び公的納付金の電子納付の一層の普及促進などの方策が取
りまとめられている。お金の払いやすさは地域経済にとっても大切なことであり、講習会等の開催を通じ情
報提供を図り、市内経済が発展するよう努められたい。

産業振興部担当分



令和元年台風１９号において本市では冠水や停電を始めとした被害が複数の地域において生じた。こう
した状況の中で市民からは「避難所が少ない」「徒歩でいける範囲に避難所が無い」「高齢者や交通
弱者のことを考え避難指示は早めに出すべき」「情報が後手後手に発信され不安が募るばかりだった」
等の多くの意見が届いた。「何かあった時の避難所」「何か起こってからの情報発信」ではなく「何か起
こる前に拠り所とできる避難所」「何が予見されるのかどういった備えが必要なのかを事前に伝える情報
発信」という観点を持って市民の安全・安心を守る災害対応を行われたい。

夏から秋にかけて顕著であるが、三郷駅周辺・さつき平団地・みさと団地等を始めとして市内各所におい
て大量のムクドリの鳴き声による騒音、糞尿による悪臭や路面等の汚染といった被害が見られる。高木の
剪定や忌避音発生装置等による追い払いの対応を行ってはいるが局所的、一時的な対応のみでは近
隣の別の場所へ群れが移動をするだけで根本的な解決とはならない。全市的、継続的な対応を行い市
民の住環境、街の衛生環境を良好に保つことに努められたい。

視覚障がい者の方に安全に町中を歩行して頂く為の助けとして音響式信号機は大きな役割を果たして
いる。警察庁の通達にはこの音響式信号機を「視覚障がい者などの利用頻度が高い施設である駅や
役所、視覚障がい者団体などがある施設、盲学校、リハビリテーションセンター、病院、障がい者スポーツ
センターなどの社会福祉施設等の周辺にある横断歩道へ優先的に設置をすべきである」と基準が定め
られている。現在市内５か所にこの音響式信号機が設置されているがこの通達に基づき音響式信号機
を設置すべき場所は市内に多数存在する。早期整備を目指し吉川警察署への要望を進められたい。

登下校時に児童生徒を巻き込む事件・事故が全国で相次いで発生し、通学路の安全確保が求められ
ている。関係機関や関係部局と連携を図り、事故対策としての道路環境整備、事件防止としての防犯カ
メラ等の設置を早急に実施されたい。

環境安全部担当分

ＡＥＤの存在が徐々に認知されてきており、使用法を身につけられた方 も々増加傾向にあるがまだ十分と
は言い難い。関係諸機関との連携を図りAED設置箇所を増やすとともに、幅広い年齢層を対象に救命
講習会開催の一層の充実を図られたい。また、消防団員の充足率向上に努められたい。

消防署担当分

三郷スマートインターチェンジのフルインター化が決定された。現在三郷北部の動脈として利用されてい
る主要道路三郷松伏線は、平日であっても車両の往来が激しく武蔵野線第二仁蔵ガード付近では朝夕
はもとより慢性的な渋滞が発生している。フルインター化により今後市内を往来する貨物車両の増加は否
めない状態となり、より一層の交通渋滞が予想される。近隣市民への負担が増大せぬ様、市民の安心安
全を脅かさない様、政策を進められたい。

新規区画整理事業の推進は当市の発展に必要不可欠であるが、一方今後も「選ばれるまち三郷」を形
成するにおいて、既存市街地の再開発も新規と同様に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既存市街地の再開発を推進されたい。

三郷市におけるユニバーサル対策として、ハンディキャップを有する方に対する建物などのハード面、また
障がい者や海外の方々に対するソフト面について２０２０年を目標に他の行政が取り組んでいる。内容を
調査研究して三郷市で実現できるよう、安心して安全に楽しく住めるように図られたい。

まちづくり推進部担当分

停電時の電源確保について
先の台風１５号において千葉県では大規模停電のためにポンプが稼働せず給水開始までに長い時間
がかかったとの報道があった。本市においても停電時のポンプ電源確保は重要な課題であることから
対策を進められたい。

水道部担当分
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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、２０１９年夏の開
設に向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。

マイナンバーの利用が始まっているが、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。

①

②

③

④

⑤

（企）公共施設（三郷中央におどりプラザ）は令和元年８月１７日に開
業となりました。今後につきましては、多世代の方々が利用でき、立地
を活かした運営ができるよう、関係部等と連携して事業実施に向け
鋭意進めてまいります。
また、民間宿泊施設は９月３０日の開業の予定となっております。

（企）高度で専門的な知識経験又は優れた見識を有する人材の採
用を可能とするため、平成２９年６月に「一般職員の任期付職員の
採用等に関する条例」を制定しました。
また、令和元年度から保健師と保育士の採用については、経験者
枠として５０歳まで年齢制限を引き上げました。

（企）市民の参加と協働につきましては、パブリックコメントの実施等
により、市民の市政参加の促進を推進しております。職員の役割の
明確化につきましては、引き続き、調査・研究してまいります。

（企）マイナポータルにつきましては、必要な機器を持っていないかた
のために、庁舎内に国が貸与する専用端末を設置いたしました。専
用端末では、マイナンバーカードの交付申請やサービス検索・電子
申請機能などが利用可能であることから、市民の利便性向上のた
め、広報みさとや市のホームページなどを通じて更に周知してまいり
ます。

（企）第４次三郷市総合計画の理念を引き継ぎ、現在第５次三郷市
総合計画の策定を進めており、この中で検討してまいります。

（ま）少子高齢化、人口減少などの社会情勢の変化に対応した組
織体制の確立や、空家の利活用など、住宅施策の推進方策につ
いて検討してまいります。

企画総務部担当分

平成29年度の要望とその対応平成29年度の要望とその対応
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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。

いざという時、「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、宅建業者に貸貸借
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。

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、障がい者差別解消法に基づき
市役所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。

味覚障がいは子どもだけでなく、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。

（財）平成３０年度中の繰り上げ償還につきましては、決算剰余金の
状況や、翌年度予算編成において見込まれる必要額などを総合的
に勘案し、実施を見送ったところでございます。
今後につきましても、繰り上げ償還につきましては、適宜検討するとと
もに、決算時の決算譲与金が見込みを大幅に上回った場合など、
財政状況が許すときには、繰り上げ償還の実施をしてまいりたいと
考えております。

（市）市役所の転入届の窓口でのアプローチにつきましては、「安
全・安心や環境美化、親睦・レクリエーションなどの課題」を明確にし
た「町会・自治会等加入のご案内」リーフレットを継続して配布して
おります。
平成３０年度末におきましては、三郷市町会・自治会等と三郷市、公
益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部の３者によ
り、「三郷市における町会・自治会等への加入促進に関する協定」
締結を行っております。
条例制定につきましては、近隣市の取り組みを注視しながら調査研
究を進めてまいります。

（企）引き続き、窓口業務につきましては、各担当課において工夫を
凝らしながらご案内を行い、配慮を行っているところでございます。
民間通信系サービスの導入による補助についても、引き続き課題の
整理や情報の収集を行っており、市業務のＩＣＴ化と併せて検討し、
市民サービスの向上に努めてまいります。
（市）障がい者の方には、チラシやプレートなどで手話や筆談が可能
であることをお知らせするとともに必要とするコミュニケーションツール
が異なりますので、ご希望の方法を確認しながらご案内をさせてい
ただいております。また、外国籍の方には対話が出来る職員や国際
化推進専門員、埼玉県の電話通話サービスを利用し多言語に対
応させていただいております。今後も来庁された方が安心して窓口
で手続きが出来るように関係各課と連携を図ってまいります。

（市）平成２９年度に作成した「すこやかみさと朝食レシピ」の周知を
目的に、レシピ内容を踏まえた調理実習及び講話を小学校の授業
にて行いました。その際に朝食の重要性のほか、偏食習慣における
濃厚な味つけ等、味覚障がいの予防に係る内容についても取り入
れております。また、ＰＴＡを対象とした調理教室でも子どもの味覚障
がいについての講話を実施いたしました。

財務部担当分

市民生活部

①

①

②

③
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市内でも高齢化率の高いみさと団地は、
今後もその傾向は大きくなると予想され
る。ＵＲ都市再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。

地域包括ケアシステムから派生する認知
症対策、超高齢社会への対応、独居高齢
者、老老介護、高齢者雇用、虐待、ネグ
レクト、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。

待機児童問題や、保育士による虐待、わ
いせつ事件等も報道されている。公立保
育所の民営化等で、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。

（企）北部拠点施設につきましては、北公民館・北児童館・たちばな
保育所の跡地に新たに多世代交流複合施設として、やすらぎ荘、
団地出張所、児童館・公民館機能を再集約した施設の建設を検討
しております。当施設につきましては、令和４年度の供用に向け、現
在、基本構想素案について、パブリック・コメント手続きで広くご意見
をいただき、構想をとりまとめているところでございます。
また、市内の公共施設の再配置等につきましては、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、引き続き検討してまいります。

（企）高齢化率の上昇に伴う数々の課題に対応し地域の実状に
あった施策を展開していくには、市役所内部においても包括的・複
合的に対応していく必要性を認識しております。
高齢者社会状況の変化に応じた、効率的で効果的な事業を展開
するため、柔軟性と機動性を兼ね備えた組織体制の整備につい
て、関係各課と連携を図りながら、庁内全体の組織改善の中で検
討してまいります。
（福）施設整備として、第７期高齢者保健福祉計画・介護保険計画
に基づき、認知症対応型共同生活介護１施設を整備しました。
また、生活支援体制整備としては、「第２層協議体」を１地区設置し
ました。
また、認知症の早期発見体制を構築するため、認知症の簡易
チェックサイトを開設し、また、認知症施策を総合的に検討する会を
設けました。
その他、健康づくりや介護予防、生活支援、地域との交流や在宅医
療や介護との連携、権利擁護の推進等を実施しました。
今後の対応としては、フレイル予防を目的とした介護予防事業の拡
大や成年後見制度の推進、第８期計画の策定による地域密着型
サービス等の整備に努め、さらに、地域包括ケアシステムを進めてま
いります。

（子）平成３０年度においては、９月に民間保育施設の保育従事者
及び公立保育所職員を対象として、「保育施設における事故につ
いて」の全体研修会を開催したほか、私立巡回相談においては、民
間保育所各園に対し年間１０回の巡回事業を通し、教育・保育及
び養護に関する助言、発達が気がかりなお子さんへの関わり方や
保護者支援の方向性について支援を行いました。また、民間保育
施設において児童の怪我が度重なるような場合等には、公立保育
所の所長が民間保育施設に対し直接個別指導を実施しておりま
す。今後も引き続き、安心・安全な保育運営のため指導・連携に努め
てまいります。

福祉部担当分

子ども未来部担当分

①

②

①

平成29年度の要望とその対応平成29年度の要望とその対応
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少子高齢時代の中、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。

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、地域とビジョンを
共有し理解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。

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、児童，生
徒・教員から喜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。

（学）小中一貫教育につきましては、文部科学省においても、教員免
許制度などの在り方が検討課題である、としていることから、国・県の
動向を注視しております。平成３０年度から、市内小・中学校各１校
において、小中合同運動会を実施しております。今後も引き続き、小
中連携教育の充実・改善を図ってまいります。

（学）三郷市の小・中学校では、学校評議員会・学校応援団・学校
評価委員会・地域青少年育成会などの助言や支援を通して、地域
の人材を生かした教育活動の実施や地域の協力による学校運営
の充実など、地域との協働体制を構築してきました。また、教職員が
地域行事等に参加し、学校・地域の双方向の協力体制が進んでい
ます。その成果としては、学校の見守り活動やパトロールによる子供
の安全の強化、除草や栽培による学校環境の美化、読み聞かせや
昔遊び、授業補助などの学習支援による学力向上など多岐に渡っ
ています。
現在、文部科学省は平成２９年に地方教育行政の組織及び運営
に関する法律を改正し、学校運営に保護者や地域の方々が参画
するコミュニティ・スクールの設置を推奨していますので、本市におき
ましても、調査・研究を行ってまいります。

（学）特別教室のエアコン設置につきましては、国庫補助が採択さ
れましたので、小学校６校、中学校４校の工事費を平成３０年度に
補正予算で計上しましたが、令和元年度から、設置工事を実施す
るため、次年度に予算額を繰越いたしました。

（学）文部科学省より「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」が
示されましたが、　学校給食費の公会計化にあたっては、システム環
境や人的環境等、様 な々準備体制の構築が必要となりますので、今
後も引き続き、他県市の動向を注視し慎重に検討してまいります。
学校事務に関しては、ＩＴを導入したデータベースの共有化などによ
り仕事の効率化を図るとともに、今年度より教員の作成する指導要
録の電子化を実施する等、学校事務における負担軽減に努めてい
るところです。また、昨年度から夏季休業中における学校閉庁日の
設定を実施する等、様 な々切り口から働き方改革を進めております。
今後も引き続き業務改善検討会を中心に、本市の教育現場の課題
について検討を進め、学校現場の働き方改革を進めてまいります。

学校教育部担当分
①

②

③

④
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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。

市内には３図書館４図書室があるが、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。

危機管理・防災対策として、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。

（学）聴覚障がい者や日本語があまりわからない方に応じた対応とし
て、日本語指導教員の配置を県に積極的に要請しております。また、
コミュニケーションの方法としてのＩＣＴ活用に努めております。

（生）三郷中央地区交流施設「三郷中央におどりプラザ」に、２４時
間返却可能な図書返却ポストと、午前９時から午後９時まで利用で
きる予約図書受取カウンターを次年度に開設するための準備を進
めました。開設にあたりましては、利便性について引き続き研究してま
いります。

（生）大型商業施設内での「ららほっとみさと」で読書ボランティア等
による「おはなし会」を７回実施するほか、マイネッツトヨタ東埼玉ネッ
ツ三郷との協働事業として子ども司書による「おはなし会と簡単工
作教室」を２回実施しました。また、市のオリジナル絵本「かいちゃん
とつぶちゃんとひっこしてきたさつきちゃん」を市内医療機関、金融機
関、飲食店等に提供してお客様に楽しんでいただきました。このほ
かにも、市内の書店やコンビニエンスストア等に文学講演会や読書
まつりの　ＰＲ　にご協力いただくなど、民間との連携を図ってまいり
ました。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、読書活動の推進に向け検討してまいります。

（環）年度当初における全庁的な取り組みとして、業務継続計画の
改訂を行っており、職員の参集時間の把握、緊急性・重要性の高い
業務の見直しを行っていることから、引き続き計画に基づいた対策
の推進に努めてまいります。
避難所ごとの防災訓練につきましては、平成３０年度中に新たに３
か所の避難所（彦郷小学校・栄中学校、早稲田中学校）で避難所
開設・運営に向けた会議を開催しており、現在まで２１か所の避難
所で同様の会議を実施しております。このうち委員長が選出され、
避難所運営委員会の設置ができた避難所は１０か所ございますの
で、引き続き避難所運営委員会の早期設立及び推進に努め、訓練
にまでつなげてまいります。
令和元年度においては、現時点において、丹後小学校で委員長が
選出され、南中学校では避難所開設訓練を実施しておりますが、一
方で、避難所運営は地域の共助により運営していくことが求められ
ますことから、事務局といたしましては、地域の実情等を考慮しなが
ら、毎年度３箇所程度サポートしていくことで進めております。
避難所マップの作成につきましては、マップの趣旨に鑑み、平成３１
年３月に全戸配布した水害ハザードマップに、指定緊急避難場所・
指定避難所一覧及び自主防災組織ごとの指定避難所一覧を掲
載することで、避難場所・避難所の周知徹底に努めております。

⑤

①

②

①

生涯学習部担当分

環境安全部担当分

平成29年度の要望とその対応平成29年度の要望とその対応
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大場川は一級河川であり、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。
水質汚湖と浄化の観点から、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。

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、受水機の水は飲料
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。

（環）大場川の水質浄化については、河川管理者との連携が不可欠
であり、引き続き関係部署と連携して、埼玉県に要望してまいります。
また、河川浄化には、生活排処理が不可欠でございますことから、下
水道整備計画区域外での合併処理浄化槽への転換整備に、平成 
25年度から補助金の交付行っており、平30年度は18件の交付を行っ
ております。引き続き転換整備の促進に努めてまいります。

（環）平成３０年度は、４か所の避難所施設（八木郷小・前谷小・鷹野
小・栄中）の受水槽に災害時用給水栓を設置しており、現在、９か所
の施設で取り付けが完了しております。引き続き全ての避難所施設に
おいて、早期に設置できるよう計画的に推進してまいります。
令和元年度は、１０か所の避難所施設（彦糸小学校・彦成小学校・前
間小学校・後谷小学校・桜小学校・彦郷小学校・立花小学校・丹後小
学校・早稲田中学校・彦糸中学校）に設置するこ
とで計画しております。

（環）三郷市職員災害時初動対応マニュアルを理解し、行動に繋げて
もらうため、災害時における役割分担、業務継続についての確認と併せ
て、全職員に災害時初動対応マニュアルを再配布して内容更新の徹
底を図っております。
また、災害時に職員の安否確認及び参集時間を遅滞なく把握するため
の災害時職員メール配信システムを構築したことから、平成３０年度は、
メール配信システムを活用した情報伝達訓練を実施いたしました。

（環）平成２９年度から引き続き、自主防災組織連絡協議会総会をは
じめ、総合防災訓練など、機会を捉えてペットの同行避難についての
啓発に努めております。
避難所運営委員会の早期設置、マニュアルの早期作成につきまして
は、平成３０年度中に新たに３か所の避難所（彦郷小学校・栄中学
校、早稲田中学校）で避難所開設・運営に向けた会議を開催してお
り、現在、２１か所の避難所で同様の会議を実施しております。このうち
委員長が選出され、避難所運営委員会の設置ができた避難所が１０
か所ございますので、引き続き委員会の早期設置、マニュアルの早期
作成について推進してまいります
動物に関する災害用備蓄品につきましては、新たにケージを購入し
て、各避難所に備蓄しており、不測の事態に備えた物品の充実に努
めております。

（環）三郷市空家対策協議会において、平成３０年３月に三郷市空家
等対策計画を策定いたしました。
この計画にもとづき国、県、関係団体と連携し、空家の適正な管理を
呼びかけるとともに、家屋の管理や除草についてシルバー人材セン
ターと連携し、建物所有者に対して適切な管理を要請しております。

②

③

④

⑤

⑥
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「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。

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。

（産）「道の駅」の設置にあたり、様 な々検討課題があることから、関
連各課と連携し、地域振興・活性化に寄与する施設として、引き続
き、調査・研究を行ってまいります。

（産）平成３０年度から開始いたしました「中小企業経営・創業支援
事業」における「経営相談会」におきまして、訪日外国人客対応に
関する相談も対応可能となっております。今後も商工会と連携し、
「がんばろう！企業応援事業補助金」の活用と併せて市内事業者に
情報提供を行ってまいります。

（ま）三郷市陸上競技場公園は、埼玉県福祉のまちづくり条例に適
合するユニバーサルデザインに配慮した施設整備を行いました。

（企）パラリンピック、デフリンピックの対応につきましては、引き続き庁内
関係部所と連携を図り、利用率向上に努めてまいります。
（生）三郷市陸上競技場運動公園につきましては、引き続き一体的な
運用が図れるよう関係部署と連携を図り、整備を行ってまいります。

（企）平成３１年１月に「三郷市ネーミングライツ・パートナー（提案募
集型）募集要項」を制定し、法人やその他の団体等が愛称を付け
たい施設等を自ら選び、随時、提案・応募をいただくことができる仕
組を整備しました。引き続き、制度の周知に努めてまいります。

（ま）引き続き、地権者の機運に注視し、市全体のまちづくりの検討と
併せ、対象区域や開発手法などを研究してまいります。

（企）既成市街地の再開発につきましては、現在、策定中の第５次
三郷市総合計画におきまして市民参加型のワークショップやまちづく
り委員会等で検討をしております。

（ま）引き続き、地権者の機運に注視し、市全体のまちづくりの検討と
併せ、対象区域や開発手法などを研究してまいります。
（企）既成市街地の再開発につきましては、現在、策定中の第５次
三郷市総合計画におきまして市民参加型のワークショップやまちづく
り委員会等で検討をしております。

産業振興部担当分

まちづくり推進部

①

②

①

②

平成29年度の要望とその対応平成29年度の要望とその対応
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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よけが良く
ない筒所が増加している。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　劇的に復活することが期待
される。三郷市の鳥「カイツブリ」や、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。

救急車対応について、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。

（建）道路側溝清掃は、市内各所において、例年実施する箇所及
び市民からの要望を受けた箇所について、職員が現場を確認後、
実施しております。今後も引き続き、道路側溝清掃を継続し、安全で
良好な道路環境の整備に努めてまいります。

（建）水路に蓋架けをした歩道が数多くあることから、バリアフリー化
につきましては、市内における歩道の設置状況などを勘案し、全体
的に調整を図り、計画的な整備が出来るよう努めてまいります。

（建）市で管理しております下第二大場川につきましては、鎌倉大橋
（県道松戸草加線）付近を、また、彦成川につきましては、武蔵野線北
通り（市道０１１０号線）付近を、河川改修と同時に河床掘削を進め、
流域における治水安全度の向上、生活環境の改善を図りました。
また、埼玉県で管理している大場川や第二大場川につきましては、
平成３１年４月に県へ浚渫の要望を行いました。

（消）救急医療情報システムの活用などで、病院収容所要時間は
前年と比較して０．３分短縮されました。今後とも病院との連携強化
を図り、さらなる時間短縮に努めてまいります。

（水）広報誌や各種イベントにおいて、当市の水道水が安全で良質
かつ安価であることの周知を行っております。「水道週間のＰＲ活
動」では、平成３０年度から、これまでのららほっとみさとでの展示に
加え、市役所１階市民ギャラリーにおいても展示を行いました。今後
も、内容の充実を図り、あらゆる機会を捉え、周知啓発を強化してま
いります。

建設部担当分

消防署担当分

水道部担当分

①

②

③

①

①
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・三郷南部地域拠点整備対策特別委員会
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・東埼玉資源環境組合議会議員

959-1396
・市民福祉常任委員会副委員長
・三郷早稲田北部地域拠点整備対策特別委員会
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・江戸川水防事務組合議会議員

090-3333-2540
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・三郷南部地域拠点整備対策特別委員会
・三郷中央地区周辺対策特別委員会
・議会だより編集委員会委員長

・文教経済常任委員会副委員長
・三郷早稲田北部地域拠点整備対策特別委員会
・三郷中央地区周辺対策特別委員会 
・都市計画審議会委員

・文教経済常任委員会委員長 
・議会運営委員会副委員長
・三郷南部地域拠点整備対策特別委員会
・三郷インターチェンジ周辺対策委員会 
・議会選出監査委員


	2020-01
	2020-02
	2020-03
	2020-04
	2020-05
	2020-06
	2020-07
	2020-08
	2020-09
	2020-10
	2020-11
	2020-12
	2020-13
	2020-14
	2020-15
	2020-16

