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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１

４万人余市民の負託に応えるべく日々精進を重ねております。

　我が国の経済状況は、中国武漢発の新型コロナウイルスに対する政府の感染症拡大防止対策で人やモノの流れを

制限した結果、リーマン・ショック後の実質ＧＤＰは、年率換算で１７.８％減、個人消費は０.５％減でありましたが、今回の

コロナ・ショックは、それを凌ぐ、ＧＤＰ２７.８％減（４～６月期）、個人消費も前期比８.２％減となりました。

　また、各国政府も感染拡大防止を最優先し、人の動きを人為的に抑制したために、国内外で個人消費と企業活動に

同時に急ブレーキがかかり、短期間に幅広い業種が影響を受け牽引役不在の状況に陥ったままで、依然として厳しい

環境下にあります。

　待ち望んだ東京オリンピック・パラリンピック開催は来年に延期されましたが、新型コロナウイルスは海外では感染が拡

大傾向にあり、国内でも一向に沈静化の兆しが見られず、また、ＧｏＴｏトラベルキャンペーンの人の移動による感染拡大が

懸念される中ではありますが、是非とも、オリンピック開催にこぎつけることで、それによる経済効果に期待がかかります。

　本市においては、区画整理の事業効果もあり、税収増も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、交通・防犯・防災対策、道路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

の雇用と活躍の場の創出、都市インフラ・住環境の整備と自然災害対策、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。市民から寄せられる要望を基に

した２１世紀クラブの提案を考慮され、また、提言に傾聴いただき、三郷市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、市民本位の適切な行政運営に尽力さ

れますことを要望させていただきます。

三郷市長　 木津雅晟 様

三郷市議会２１世紀クラブ

令和３年度三郷市予算編成並びに施策に対する要望書
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企画総務部

近年毎年のように発生している大規模な自然災害や、本年私たちの生活に大きな影響を与えた新型コロナウイル

スに関する行政からの情報は、市民にとって必要不可欠なものである。市HPにおけるピクトグラム等を活用した視

覚的な分かりやすさの改善に加え、市民が求めている情報を積極的かつ統一的に広く発信するようSNSの活用

にも、より一層努められたい。

新型コロナウイルスの影響は長期的になることが予想される。庁内における感染防止対策を進めることは職員の

健康推進、職場環境の改善に寄与することはもちろんのこと、行政サービスが継続的に提供できるという面で市

民にとっても大きな利益となる。感染防止策の一助となるリモートワークの一層の推進のため、庁内におけるオンラ

イン会議や電子決裁の環境整備を至急整えられたい。

広報「みさと」は現時点で全世帯へは配布されていない状態である。大切な情報の塊である広報誌は、全世帯に

届けられるべきであり、町会・自治会等未設置地域の世帯へは郵送を検討されたい。一方、ホームページやアプリ

等で読む方へは配布を取りやめ、印刷費の削減を図るなど、全世帯へ広報「みさと」の配布に対する意向調査を

行い、新たな広報「みさと」の在り方を検討されたい。

社会情勢の変化や厳しい財政状況による人員削減を図る中で市民サービスの低下が生じぬよう、窓口や現場業

務の必要に応じた職員数の確保を図り、かつ経験を踏まえた技術職員の適性配置に努められたい。

次年度より今後10年にわたり本市の新たな道標となる「第5次三郷市総合計画」がスタートされる。目標設定を

はじめ様々な課題において実の有るものとし、責任を持った実施・運用を為されたい。

現在、国土交通省・文部科学省・埼玉県・埼玉県後期高齢者広域連合・埼玉県東南部都市連絡調整会議・福島

県広野町へ職員を派遣しているが、外部派遣を経験した職員は貴重な経験を習得できると考える。今後さらなる

拡充、特に国の機関への積極的な派遣を図られたい。

危機管理監

水害時においては、市内に33か所設定されている指定避難所とは異なる場所に、自主避難場所が設置される

ケースが多く見受けられる。この事は、柔軟性を持って対応できるという利点はあるが、市民にとっては分かりづら

いという側面もある。それを解消する為に「三郷市水害ハザードマップ」へ自主避難場所となりうる施設の場所や

その説明等を掲載することを要望する。さらに、本市独自の「市民に向け、可視化された行動計画“風水害対応計

画”」の策定と公表を要望する。

財務部

今般の新型コロナウイルスへの対応では、各自治体における自主財源の有無が大きな分水嶺となった。とりわけ、

財政調整基金の果たした役割は大きく、今後も新型コロナウイルスに関する対応に止まらず、災害時等、非常時の

備えとしてその重要性は高まることが予想される。本市における財政調整基金の積み立て規模及び基金の毎年

度の予算内における利用の是非について今一度見直されたい。

※

※

※

※

※

※

※

※



市民経済部

新型コロナウイルスの影響の長期化により市内経済は大きく疲弊している。令和2年度においては、2度に渡る補

正予算で「三郷市がんばろう企業応援事業補助金（新型コロナウイルス特例）」が給付されたものの必要として

いる市内事業者に行き渡るには至っていない。更なる予算の拡充を行われたい。

本市のランドマークのひとつである「三郷中央におどりプラザ」が、にぎわいの拠点として担う役割は今後より一

層大きくなることが予想される。令和2年度においては、新型コロナウイルスの影響により各種イベントが中止とな

る事態となったが、withコロナの状況の中で今後、隣接するにおどり公園においてmisato styleをはじめとした各

種イベントを如何に行っていくのか指針を定め、本市のにぎわいの創出に努められたい。

児童生徒の下校時にも登校時と同様の安全見守りが必要と考える。現在の交通指導員にて対応が可能かを調

査するとともに、不足分については充足を図り、登下校時の安全確保に努められたい。

平成30年に「三郷市地域公共交通網形成計画」が策定された。これを受け、一部地域より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再分析を進め、市民の要望に沿う計画を実施されたい。

パスポートセンターに市民課連絡所が隣接していると市民の利便性がより向上する。「三郷中央におどりプラザ」

内への市民課連絡所の設置を早急に要望する。

「ふれあいの郷下新田」「戸ヶ崎ふれあい広場」の両施設は、利用率が低迷しているようである。今後、有効活用

がなされるよう対策を講じられたい。

スポーツ健康部

新型コロナウイルス禍において、市民の健康推進の場が大幅に減少している。シルバー元気塾のオンライン開催

の検討が行われている状況ではあるが、今後は高齢者に止まらず、子どもから大人まで幅広くこのような機会を

積極的に創出していくことを求める。

福祉部

近年、慢性化している介護職員の人手不足や離職率の高さには、複数の要因が絡み合っている。待遇改善を図る

ことはもちろんのこと、身体的負担を軽減する為の介護ロボット導入に対する支援や精神的負担を和らげる為の

相談窓口の設置等、多角的な対策を図られたい。

認知症は早期発見、早期対応を行うことが、その後の進行を防ぐことに非常に有効であるとされている。本市にお

いても早期発見の一助とする為に現在、市HPにおいて「認知症簡易チェックサイト」へのリンクが掲載されてい

る。この「認知症簡易チェックサイト」を介護予防事業として行っている健康アップ教室や脳の健康教室、シルバー

元気塾ゆうゆうコース、地区サロンといった各種事業の場にて体験会の開催、チェック結果によってはそのまま認

知症の相談へとつなげられるような機会を創出することでさらに有効活用されたい。
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子ども未来部

現在、1日につき病児1名・病後児3名までとなっている病児・病後児保育の受け入れ体制の拡充を図られたい。

また、土日祝日における利用申し込みができない且つ利用希望日当日の申し込みができないことにより、休日の

間に体調を崩した子どもを受け入れられないといった課題がある。この解決を図る為、土日祝日や利用希望日当

日の受け入れ態勢を早期に整えられたい。

原則として、待機児童はゼロが望ましい。引き続き、民間保育園を含めて定員増に努められたい。また、本市で

育った子どもたちが本市に定住したくなるような、本市への愛着度に繋がる施策を講じられたい。

※

※

建設部

本市の治水において大きな成果が期待される埼玉県大場川下流排水機場への排水ポンプの増設が、最終年度

を迎え、次年度竣工される。1日も早い完成とそれに伴う「三郷市治水計画」の早期策定を要望する。

本市の下水道接続率は県内でも上位であり、評価するところであるが、財政面においては、一般会計からの支援

が当面必要の状況である。10年20年先を見据え、赤字解消に向けた計画の策定と実施を図られたい。

※

※

まちづくり推進部

「みさとの風ひろば」は三郷駅に隣接し、江戸川の土手上にある休憩場で、サイクリングを楽しむ市内外の方に

とって大変貴重なものとなっている。近年、各地で増加している自転車を活用した観光事業「サイクルツーリズム」

を、この休憩所を含む三郷駅周辺の活性化に繋げる事業として策定されたい。

市内において、新旧多くの集合住宅が点在している。本市ではまだ顕在化はしていないが、今後、耐用年数を迎え

る集合住宅が増加していくことが想定される。所有者が健在なうちに注意喚起を図り、集合住宅の空洞化、所謂

ゴーストマンションが生じぬ様な対策を講じられたい。

市内各所に点在する遊休市有地については地元の意向を汲みながら、 公園化など積極的な活用を図られたい。

※

※

※

※

※

※

※

新型コロナウイルスの蔓延に伴い、「ケアラー」と呼ばれる人々への負担も大きくなっている。埼玉県では本年3月

「ケアラー支援条例」が成立、同条例には「ヤングケアラー」と呼ばれる18歳未満の方への支援や教育機会の確

保も含まれている。日々の介護に追われ、学業に大きな影響を及ぼすことが懸念されることから、早急に実態調査

を行い、その実態に即した支援制度の創設を要望する。

埼玉県が掲げる「小学校区に1か所以上の子ども食堂の開設」を上回る規模の“子どもの居場所”が市内各所

に開設、持続できる支援制度を整えられたい。

現在、一時的ストーマ患者に対する装具費用は給付の対象外である。当該患者の生活の質の向上を図り安心し

て治療に専念できるよう、給付について公費での助成を図られたい。

様々な事情があるため一括りには出来ないが、生活保護世帯は極力少ない方が望ましい。病気・ケガの回復次

第、短期間で社会復帰出来るような支援施策を行うなど、生活保護世帯の減少策を講じられたい。



水道部

水の供給は、 市民にとって欠かす事の出来ないライフラインである。 供給施設の維持管理を含め、 常に水の安

定供給が継続できる適切な水道事業経営を実施されたい。

※

学校教育部

GIGAスクール構想により、全児童生徒へタブレット端末が配備される運びとなった。これを利用したオンライン授

業実現への調査研究を強力に加速させるとともに、オンライン授業の効用が認められ始めている不登校の児童生

徒への登校選択制等を含めた幅広く柔軟な活用を図られたい。

学校給食は、三郷の将来を担う子どもたちに提供する大切な食事である。各年齢に応じた品質の良い、且つ安全

な食事を常に提供できるよう、給食費の適正化について早期に検討を行い、果断な実施を図られたい。

１校あたりの児童生徒数の多寡の解消には、学校の統廃合推進も避けられない課題と考える。小・中学校通学区

域編成審議会などで審議されているところではあるが、文部科学省が示す適正規模に至っていない全学年１クラ

スという学校が現存している。児童生徒のためには一刻も早くこの状況を解消する必要があり、適切且つ迅速な

対応を図られたい。

※

※

※

生涯学習部

本市が「日本一の読書のまち三郷」を宣言し7年ほど経過し、児童生徒における読書に対する取り組みは深度を

増しているが、成人においての成果が日本一を掲げるには寂しい状況に感じる。地域に密着した活動を含めたよ

り一層の啓発活動の充実を図られたい。

本市では図書館の管理は直営で行っているが、他自治体においては指定管理制度を活用し、開館時間の大幅な

延長や休館日を極力少なくする等、市民の多様な生活様式に対応している所も見受けられる。同制度の導入や

電子図書館のさらなる活用等を視野に入れた図書館運営の活性化に対する積極的な施策を講じられたい。

※

※

消防本部

有事の際、消防団員の存在は欠かす事が出来ない。団員募集の啓発活動については評価出来るが、結果が伴わ

ない現状である。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。様々な可能性を

探り、団員充当率100％を達成できるような対策を講じられたい。

人口増や高齢化により、救急出動件数は増加傾向にある。加えて、新型コロナウイルス対応も課せられた現在、消

防署員の増員は喫緊の課題と思われる。救急車の増車と合わせ、救急体制の強化を早急に図られたい。

非常に強い台風等により大規模な外水氾濫が発生した場合、消防・救急車両等が水没してしまう事が懸念され

る。公共車両の必要性は事後、非常に高まることから、これら車両の退避場所を定める等、災害時の業務継続に

ついて明確化されたい。

※

※

※



令和元年度の要望とその対応令和元年度の要望とその対応
令和元年10月の要望事項 要望に対する対応

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
ミュニケーシヨ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。

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。

　オリンピック聖火リレーにつきましては、ルートに
三郷市が選定され、聖火が市内を通過します。パラリ
ンピック聖火リレーにつきましては、非通過自治体が
実施できる聖火ビジットとして、分火の展示を市内施
設で予定しております。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、大会、
リレー共に延期が発表されましたが、関係各所と連携
し、引き続き調整してまいります。また、外国語にお
けるコミュニケーション支援として、音声と、文字で
翻訳を行える、携帯翻訳機を５台導入いたしました。
ギリシャ共和国との連絡調整や交流、また窓口や訪問
の多い部署を中心に試験的に活用をしております。

　三郷南ＩＣ周辺の地域拠点につきましては、令和２
年２月に基本計画を策定し、栄５丁目交差点付近、都
市計画道路３.３.３草加三郷線未整備区間周辺及び消防
署南分署周辺の３か所に分散し整備していく方針とい
たしました。現在、栄５丁目交差点付近につきまして
は、防災・コミュニティ・給食センターの各機能を有
した複合施設の整備に向けて、用地の確保に係る調整
や基本設計を行っております。
　また、都市計画道路３.３.３草加三郷線の新和高須線
までの未整備区間につきましては、南部地域拠点整備
の関連事業として、早期事業化に向けて検討しており
ます。地域の実情に見合った、最適な道路整備となる
よう努めてまいります。

　
　令和２年度予算編成において、補助金の適正な予算
要求及び執行に係る周知を行い、令和２年度予算につ
きまして、市立小中学校校長会・教頭会などの活動内
容の見直しを行い、補助金額を減額しました。
　今後につきましても、補助金の適正な予算要求及び
執行に係る周知を引き続き行うことにより、更なる補
助金の精査を図ってまいりたいと考えております。

企画総務部

財務部
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令和元年10月の要望事項 要望に対する対応

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３
７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。

「補助犬(身体障害者補助犬)」は目
や耳や手足に障がいのあるかたの生
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。

　健康マイレージ事業につきましては、令和元年度
は、misato styleや市民まつり等での申し込み受け付
けに加え、ウォーキングの指導を含めた健康マイレー
ジの申込会を、市内各地区センター等８か所において
実施いたしました。
　また、食育につきましては、平成２９年度に作成し
た「すこやかみさと朝食レシピ」の周知を踏まえた調
理実習及び講話を、平成３０年度に引き続き小学校の
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、味覚障害の予防に
係る内容についても取り入れて実施いたしました。
　今後も引き続き、健康増進・食育推進に努めてまい
ります。

　成人式や両親学級等において、うつ病のサインとな
る症状をチェックリストにした啓発物資を配布してお
ります。また、令和元年度は民生委員や市職員を対象
として、ゲートキーパー養成講座を実施いたしまし
た。今後も市民への周知を推進してまいります。

　暴力追放・防犯のまちづくり推進大会において、振
り込め詐欺の被害防止を啓発いたしました。また、消
費生活に関する出前講座や広報紙、ホームページ、パ
ンフレット等を活用し、振り込め詐欺や悪質商法など
に関する新たな手口等を情報提供するとともに、通話
録音機器の無償貸与事業についてPRに努めました。　
　今後とも、振り込め詐欺の被害防止策の普及強化に
努めてまいります。

　令和元年度につきましては、補助犬を必要とされる
方からの相談や埼玉県の補助制度への申請は有りませ
んでした。
　引き続き補助犬を必要とされる方からの相談に対す
る対応や申請に関する支援を行うと共に、窓口等で周
知してまいります。

　令和２年２月８日に「聞こえない人の暮らしをみつ
めて～ろう者のスポーツに学ぶ・デフリンピック」を
テーマにして聴覚障がい者理解促進セミナーを開催し
ました。また、広く市民のかたに手話を知っていただ
くため、啓発パンフレット「みんながもっとつながる
ために手話を知ろう！」を作成しました。
　他にも、埼玉県主催の「県民向け手話講習会」を本
市にて開催したり、手話啓発バッジを作成し、奉仕員
養成講座修了者に配布しました。

旧：市民生活部

福祉部
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令和元年度の要望とその対応令和元年度の要望とその対応
令和元年10月の要望事項 要望に対する対応

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」の金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。

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
ある医療的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、私立幼稚園の方々とも協力
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
て世代の様々なニーズに応えるた
め、さらに支援員を増員して事業の
充実を図られたい。

　対象者の要件、事故の適用範囲、補償額、自己負担
の有無、交通事情などが実施している市区町村によっ
て異なり、三郷市の状況との整合性を図るため十分な
検討を行う必要があることから、引き続き先進市町村
や近隣市町の動向等を研究してまいります。

　介護職員の処遇改善等については平成２９年度の介護
報酬改定に合わせ拡充が図られておりますが、令和元年
１０月からは更なる処遇改善策が実施されております。
本市としましては、今後も国県の動向を注視してまいり
ますとともに、例えばメンタルケアなど介護従事者の支
援となる事業について、先進事例を研究し、本市として
特色のある施策を検討してまいります。

　令和元年度においては、先進自治体である坂戸市を
訪問し、医療的ケア児の受入れに係るガイドラインの
調査研究を進めてまいりました。今後も引き続き、医
療的ケア児の保育所への入所を検討し、安心・安全な
保育運営体制の確保を図ってまいります。

　保育士宿舎借上事業や保育体制強化事業、保育補助
者雇上強化事業を引き続き実施するとともに、令和元
年度より新卒保育士就職支援事業を開始し、保育士の
確保に努めてまいりました。また、国・県の補助事業
を活用し、私立幼稚園１園において、預かり保育事業
を行いました。

　令和元年度から子育て支援ステーションの保育士に
よる地域子育て支援拠点施設への定期的な訪問を行う
とともに、発達障害が疑われる子どもへの支援をテー
マにした講座の開催や県が主催する子育て支援員研修
に参加するなど支援員の質の向上に努めております。
　今後も子育て世代の様々なニーズに応えるため、支
援員のさらなる質の向上に努めてまいります。

子ども未来部
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令和元年10月の要望事項 要望に対する対応

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。

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。

　令和元年度は、「2019年度版にこにこ子育て応援ガ
イド」に「児童相談所全国共通ダイヤル189番」の掲
載、市内保育所職員向けの児童虐待防止の講習会、子
育てフェスタやららほっとみさとでの展示、市内公共
施設でのパンフレットやポスターを設置するなど、児
童虐待防止の周知に努めました。
　今後も児童虐待の防止施策の充実並びに「児童相談所
全国共通ダイヤル189番」の周知に努めてまいります。

　「みさとこどもにこにこプラン」の各施策につきま
しては、毎年度検証・見直しを行いながら実施してま
いりましたが、５か年の各年度とも達成率80％以上
（A評価）の施策が全施策数に対し約93％を占める結
果となりました。また、「子どもの居場所」運営団体
等へのヒアリングでは、地域におけるネットワークの
構築を望む声などをいただきました。これらの結果
と、平成３０年度に実施しました各種調査結果等を踏
まえたうえで、三郷市子ども・子育て会議への諮問・
答申、またパブリック・コメント等の手法により、広
くご意見をいただきながら「第２次みさとこどもにこ
にこプラン」を策定しました。
　誰もが安心して出産することができ、子どもが健や
かに育まれる環境の整備・拡充に努めてまいります。

　令和元年度は、いじめの認知方法及び解決方法につ
いて、外部指導者（総務省、埼玉県警察本部）を含め
た研修会を実施し、よりきめ細やかな対応について、
理解を深めました。
　特に、児童生徒の実態把握をより適切に行うための
「いじめ防止アンケート」の改善や、相談しやすい環
境づくりと教育相談体制の向上、ＳＯＳの出し方に関
する教育の推進等に取り組みました。

　令和元年度は、市内小学校８校と中学校６校の屋内運動
場及び特別教室に空調設備を設置しました。令和２年度
で、全小中学校の設置工事が完了する予定です。
　
　令和元年7月1日に給料改定を行い、さらに令和２年度
会計年度任用職員制度への移行時に給与水準の見直しを
実施いたしました。その結果としまして、職員数は増加
いたしました。

学校教育部
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令和元年10月の要望事項 要望に対する対応

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。

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
路上駐車の撲減に努力されたい。

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。

　ネットトラブルの増加を受け、埼玉県青少年課と連
携し、引き続き、市内小中学校における「子ども安全
見守り講座」の積極的な開催を支援してまいります。
　「親の学習講座」では、近年、受講者の事後アン
ケートにおいて、ネットトラブル関係をテーマにした
講座の開催要望が増えています。学校や保護者のニー
ズをふまえ、ネットトラブル対策のプログラムをファ
シリテータとの協働で開発するとともに、関係講座の
開催を推進してまいります。また「親の学習講座」開
催費用の拡充については、これまでの実績と今後の講
座数等を鑑み、研究してまいります。

　新型コロナウィルス感染拡大の影響により、路線バ
ス利用者は減少しており、今後もコロナ以前の利用者
数への回復は厳しいものと想定されますが、陸上競技
場の利用状況や利用形態を注視しつつ、引き続き検討
を進めてまいります。

　違法駐車対策としましては、市では路上駐車禁止等
の注意看板の設置を行い、取り締まりについては吉川
警察署に要請しております。引き続き吉川警察署と連
携し対応してまいります。

　
　
　市民が風水害に備え、災害時に行動するための情報
をわかりやすく示している資料が、水害ハザードマッ
プ及び洪水対応タイムラインであり、市民に対してこ
れらの情報を広く周知し、啓発を図ることが重要であ
ると認識しております。
　そのため、平成３０年度に全面改訂した水害ハザー
ドマップは全戸配布しており、機会を捉えて自主防災
組織等に対して水害ハザードマップの周知・啓発を兼
ねた講演を実施いたしております。
　また、避難情報発令の目安となる洪水対応タイムラ
インについては、市ホームページをはじめ、メール配
信サービス及びSNS等を活用することで、引き続き広
く周知してまいります。

生涯学習部

旧：環境安全部
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令和元年度の要望とその対応令和元年度の要望とその対応



令和元年10月の要望事項 要望に対する対応

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。

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に
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。

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
シェ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。

　令和元年１０月開催の三郷市地域公共交通活性化協議会
の中で、バス事業者撤退の影響を踏まえ、アンケート調査
実施等のスケジュール見直しについて報告いたしました。
　今後、新型コロナウィルスが公共交通に及ぼす影響の見
極めを含め、アンケート調査実施時期や、計画全体の評
価、計画見直しの必要性などについて、三郷市地域公共交
通活性化協議会と連携し、検討してまいります。

　令和元年度はチャレンジ農業支援事業を活用したメロン
の栽培支援や、新たな品種への取組としてアスパラガスの
栽培講習会を実施するなど、新特産品産出に向けた事業を
行ってまいりました。引き続き、地元農家の意向を確認す
るとともに、埼玉県やさいかつ農業協同組合などの関係機
関と連携を図り、新特産品の産出に向け、取り組んでまい
ります。

　
　遊休私有地を活用した公園整備につきましては、緑の基
本計画に基づき、公園の不足している地域を中心として配
置を考慮するとともに、地元の意向や庁内関係各課と連携
を図りながら、引き続き研究してまいります。
　

　都市計画道路新和高須線の放水路以南の未整備区間にお
いて、用地測量等の業務委託を発注しました。今後も、現
在実施している都市計画道路整備事業の進捗状況等との調
整を図りながら、早期整備に努めてまいります。

　現在実施している都市計画道路整備事業の進捗状況等と
の調整を図りながら、設計をはじめとした各調査業務に着
手できるように努めてまいります。

　平成３１年３月、市が管理する公共施設に付帯する物件
を対象とする「屋外広告物の安全管理マニュアル」を策定
し、令和元年度に運用を開始いたしました。

旧：産業振興部

まちづくり推進部
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③

④

①

①

②



令和元年10月の要望事項 要望に対する対応

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
いての工期順守はもとより、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、貯水機能の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。

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。

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々な可
能性を探り、団員充当率１００％を早
期に達成されたい。

　公共工事につきましては、工期の確保を考慮しなが
ら発注手続きを進めております。引き続き予算の円滑
かつ適切な執行に努めてまいります。

　市で管理しております下第二大場川につきまして
は、新鎌倉橋（県道松戸草加線）下流付近を、また、
彦成川につきましては、武蔵野線北通り（市道０１１
０号線）付近を、河川改修と同時に河床掘削を進め、
水路につきましては、市内２８か所（延長約４ｋｍ）
の浚渫を実施し、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
おける浚渫や排水機場のポンプ増設につきましては、
継続的に要望を行い、令和元年度から令和３年度まで
の３か年事業として、下流排水機場のポンプの増設を
実施しているところです。

　給水装置の災害対策につきましては、令和元年度よ
り施行した三郷市給水装置工事設計施工指針（改定
版）により、給水管の接続を耐震強化型継手や融着接
合を採用することで、耐震性に優れた給水装置の指導
を実施しております。

　新規採用職員全てに対し、三郷市PR大使のMika＋
Rikaさんが出演する消防団PRビデオを用いて、消防
団の必要性と役割について講習会を開き、消防団の
認知を深めました。今後も継続してまいりたいと考
えております。
　また、三郷市PR大使である村田雄浩氏の協力を得
て、「なぜ消防団が必要なのか？全てはあなた自身の
ために」を制作しましたので、活用を図ってまいりた
いと考えております。

①

①

①

②

建設部

水道部

消防署

令和元年度の要望とその対応令和元年度の要望とその対応
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