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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、令和2年1月16日の国内初の新型コロナウイルス感染発症から始まったコロナ禍による実質

成長率は起伏を繰り返し、リーマン・ショックでは実質GDPは年率換算で17.8%減、個人消費は0.5%減という経験

をしましたが、コロナ禍の実質成長率は年率換算の前年比較で、令和2年の4～6月期のGDPは28.1%減・個人消費

が8.3%減、7～9月期はGDP23.2%増・個人消費5.3%増、10～12月期はGDP11.9%増・個人消費2.3%増、令

和3年1～3月はGDP4.2%減・個人消費1.3%減、4～6月期GDP1.9%増・個人消費0.9%増でありました。

 新型コロナウイルス感染の「5つ目」の流行のヤマが日本を襲い、感染者や重傷者の数は8月に入り連日、過去最多

を更新し、これまでに経験したことのない感染拡大も、コロナワクチン接種や「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措

置」等の対策の効果もあり、感染者数は減少しつつありますが事態は予断を許さず、市内経済共々、依然として厳しい

環境下にあります。

 東京オリンピック・パラリンピックは無観客ではありましたが、無事開催され、三郷市もホストタウンの重責を担いました

が、これも無事完結し、貴重な経験となりました。

 本市においてもコロナ禍の影響を大きく受け、今後市税の減収等が一定期間継続してしまうことが予想されるなか厳

しい予算繰りとなることと拝察致します。しかし真に厳しい状況に置かれているのは市民一人ひとりであり、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。

 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、こ

れら三郷市の発展と活性化には不可欠な諸施策の結実には果敢な努力が必要であります。

 SDGsの観点に基づき、誰一人取り残さない社会を実現するためには更なる子育て支援と教育環境の充実、医療・介

護等の福祉対策や雇用の創出、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、観光事業の充実等が重要になってきます。

 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４年度三郷市予算編成並びに施策に対する要望書

令和３年１1月吉日



企画総務部

コロナ禍において生まれた「新しい生活様式」では、リモートワークやオンライン会議等の活用が求められている。

情報政策課を中心にRPAや電子決裁、オンライン会議等のICT化に尽力頂いているところではあるが、一層の業

務の効率化、感染症対策といった観点からICT化を推進し市民サービスの向上に努められたい。

東京オリンピック・パラリンピック2020が閉幕し、本市のホストタウン推進事業もひとつの区切りを迎えた。今後の

ギリシャ共和国との交流については財政的にも人的にも本市の一方的な持ち出しとならぬよう対等な関係性で深

まっていくよう進められたい。

自治基本条例の方針の通り第 5次総合計画及び都市計画マスタープラン策定において必要とされた前期計画

の行政評価を冊子にまとめる等、 市民にも分かりやすく公表されたい。

総務部

現在市内3駅前に効果的な情報発信に関する社会実験として設置されているデジタルサイネージであるが、人通

りの割に足を止めたり目線を落として発信されている情報を閲覧している方は残念ながら少ない状況である。一

度、実験結果を検証し、設置場所の変更や画面サイズの変更、発信情報の訴求性など見直しを図り、効果的なも

のへの改善図られたい。

市内99箇所に設置されている市管轄の掲示板は公益的な情報の他、市内の催し等、市民にとって必要な多くの

情報が掲示され重要な役割を果たしている。しかしながら、木材の腐食等や他の掲示板と比べて著しく掲示ス

ペースが狭いことで必要な情報が掲示しきれていない箇所も散見される。全掲示板の点検を行い、必要な修繕や

立て替えを進められたい。

危機管理監

令和3年5月20日に政府により改定された避難情報に関するガイドラインでは、災害に対する警戒度が分かりづ

らいという理由で「避難準備」「避難勧告」といった表現が廃止された。現在策定中の地域防災計画においてガ

イドラインの内容を十分に反映させ、市民の安全に直結する災害時の情報発信を「より分かりやすく」「より迅速

に」行われたい。

※

※

※

※

※

※

財務部

コロナ禍による経済活動の停滞等により地方財源は厳しい状況に置かれており、財政調整基金等を各種施策の財

源へ充てた自治体は多い。コロナ禍からの脱却、経済の再生にはまだ時間を要することが想定されるが、財政調整

基金にも限りがあるなかで今後、減債基金の取り崩しや安易な市民負担増による財源確保に走らぬよう求める。

当市において都市計画税は目的税として導入されている。税のあり方として目的税の意義を明確にし、市街化区域

の納税者に対して受益と負担の成果を、明らかにする必要がある。コロナ禍の煽りも有り、税収の低下が懸念され

る中、街路整備事業をはじめとする地域住民からの要望は右肩上がりとなっているが対処は追付かない状況であ

り、恒久的に予算を確保する為にも目的税である都市計画税を財源とし活用出来る仕組みを検討されたい。

※

※



市民経済部

近年、本市においても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広がっ

てしまっている。 一部対策を実施したエリアでは一時的な被害の減少も見られたが、 ムクドリが賢い鳥であると

いうこともあり、 町会等で行っている拍子木による追い払いに慣れ、 著しく効果が薄れてきている。 ムクドリの活

動が活発となる時期における早い段階での高木の剪定や異なるパルスをランダムに組み合わせることでムクドリ

が忌避するパルスに慣れさせないといった装置を導入し継続的、 全市的な取り組みを進められたい。

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。 市内で活用できる土地の有効利用を具体的に検討されたい。

市内でも高齢化が進み、 小さな困りごとが増えつつある。 お買い物代行、 お部屋のお掃除、 犬のお散歩、 外

出同行、 話し相手などちょっとしたお手伝いが必要になっている。 行政が主導して町会 ・自治会に対して問題

解決のための実態把握を行い、 対策を検討されたい。

※

※

※

スポーツ健康部

新型コロナウイルス感染症の重症化防止に高い効果が期待されるものとして抗体カクテル療法がある。市民の命

や健康を守り抜くことはもちろん、医療機関の病床負担を抑えるためにも、抗体カクテル療法を市内医療機関や

宿泊療養施設、そして往診時に実施していけるような支援を実施されたい。

東京オリンピック・パラリンピック2020は出場した選手達の大活躍により閉幕し、とりわけパラスポーツの魅力が

改めて浸透した大会となった。本市では従前から車いすマラソンの開催を後援する等、パラスポーツの振興に注

力しているところではあるが、これをオリンピック・パラリンピックまでの一過性のものとせず一層の振興に努められ

たい。

※

※

福祉部

「高齢者の居場所づくり」を厚労省が示している目標に基づき、市内140箇所へと拡大していくべきであると考え

る。現在、市民主体で行われている地域の高齢者が集っているカラオケ教室や健康マージャンの場などを居場所

として定義し、持続可能な居場所としての活動ができるよう支援を進められたい。

視覚障がい者の方が生活、活動していくうえで非常に重要な生活インフラのひとつとなる視覚障がい者誘導用ブ

ロックに関し、本市では「道路の移動円滑化整備ガイドライン」等で求められている設置状況に達していないエリ

アが散見される。早急に設置すべきエリアの洗い出しを行い、道路空間におけるユニバーサルデザインの推進を

図られたい。

高齢者、障がい者に対する生活サポートについて、利用者目線のアンケートなどをとり、市民が行政に求めている

内容を把握して、生活支援サービスの見直しを検討されたい。

※

※

※



建設部

来年度より運用開始される大場川下流排水機場に増設される排水ポンプにより東和地区の内水被害の軽減が

大いに期待される。今後、当市における水害被害をより一層軽減出来る様、この大場川下流排水機場の運用実

態を踏まえ、三郷市排水計画の策定を急ぐとともに、必要な水路の整備に努められたい。

※

まちづくり推進部

令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法

律の一部を改正する法律」が成立・公布され、改正内容としてマンションの老朽化対策は地方自治体の責任とし

たものである。届出制度等を条例化するなど整備を進められたい。

※

子ども未来部

子ども食堂をはじめとした子どもの居場所は市内でも徐々に広がりを見せているが、県などが示している全小学

校数と同数という目標へ向けて道半ばの状況である。また、コロナ禍の影響もあり、ほとんど活動できていない居

場所も残念ながら現存するようである。定期的な実態調査等を踏まえたうえで、持続可能な子どもの居場所の運

営や新たに子どもの居場所の開設を目指す方々に対して基金の創設や活動場所の提供やマッチング、また支援

物資を提供したいという企業・団体とのマッチングといった各種支援を進められたい。

※

水道部

近年、 全国的な災害の発生により水道施設が被災し、 住民生活・復旧活動に支障を来す事例が多くみられる。

そのような中、 三郷市は水道施設の耐震化や老朽施設の更新を積極的に進めている事は評価するところである

が、 長期に亘り水道料金を低く据え置いている。 限りある財源の中で安定した水道事業が継続できるか危惧し

ているところでもあり、 今後も災害に強い水道施設の耐震化を進め、 健全な水道事業運営に必要な財源を確

保するため、 経営基盤の強化に努められたい。

※

消防本部

消防団員の充足率向上のため近年様々な啓発活動を実施されているが、充足率100%の達成には未だ至って

いない。長引くコロナ禍により従来のイベント等での啓発が困難な中で、「新しい生活様式」に基づく新たな取り

組みを進められたい。

※



生涯学習部

コロナ禍で親の学習講座の開催、赤ちゃん広場などの開催が通常通りできなくなった。しかし、子育て世代の方た

ちの不安や悩みが無くなる物ではない。「新しい生活様式」をふまえ実施可能な新しい形の講座や手法などにつ

いて検討されたい。

日本一の読書のまちを宣言している本市において、子どもに対する施策は対応でき、一定の進展はしているが、大

人や高齢者に向けた具体的な施策を検討されたい。

※

※

学校教育部

多様性を認め合う社会にしていくために、子どものころからインクルーシブ教育を受けることが大変重要である。特

別支援学校との交流も進めていただいているが、障がいがあっても通常の公立校に通いたいと願っている子ども

たちが通学することで、多くの学びが生まれる。インクルーシブ教育に必要な環境づくりを具体的に推進されたい。

2021年6月11日に可決されたいわゆる「医療的ケア児支援法」は、医療的ケア児を子育てする家族の負担を軽

減し、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職を防止する目的で作られた。改正障害者総合

支援法で各省庁および地方自治体の「努力義務」とされてきた医療的ケア児への支援が「責務」となる。受け入れ

に必要な相談スケジュールなど検討されたい。

※

※



令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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々な効果が

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２

０２０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。

　庁内の印刷環境においては複数面

を同時に印刷する機能による印刷枚

数の抑制や、印刷前に仕上がりを確

認できるソフトウェア等の導入を進

めていることにより、一定の費用削

減を進めております。今後も紙自体

の出力を必要としない機能の導入な

ど、電子決裁の一部導入など庁内向

けの調整対応を進めてまいります。

　ギリシャ共和国及び三郷市にゆかり

のあるアスリートが出場する競技を応

援する取り組みとして、「コミュニ

ティライブサイト」や「パブリック

ビューイング」などがございます。特

に「コミュニティライブサイト」は組

織委員会の公式イベントとして、競技

中継に加え、公式スポンサーの協力を

得た会場装飾、ステージイベント、競

技体験、主催者展示、飲食売店等の実

施が可能となっており、さらなる盛り

上がりが期待できると考え、現在、開

催申請をしているところでございま

す。今後も、本市の取組がより高い効

果を得られるよう、引き続き情報収集

を行ってまいります。

　第４次三郷市総合計画における行政

評価につきましては、事務事業評価シ

ステムにおいて各事業における評価を

実施しております。行政評価の公表に

つきましては、ホームページにて公表

を行っております。

　第５次総合計画においても市民の方

へわかりやすい行政評価の実施及びよ

り市政参加しやすい運営に向けて検討

してまいります。

　令和２年度は、電子決裁の一部導入

などによる 印刷用紙の使用量削減等

がありましたが、新型コロナウイルス

の感染症への対策等として、特別定額

給付金事業実施や新型コロナウイルス

ワクチン接種の準備など様々な事業を

行ったため、印刷用の紙やインクの使

用量が令和元年度に比べて約１０％

(約１８０万円)の増となったところで

す。引き続き、ＩＣＴの活用等によ

り、市民サービスの向上や業務の効率

化に努めてまいります。

　東京２０２０大会については新型コ

ロナウィルス感染症の感染拡大によ

り、無観客措置等通常とは異なる形で

の開催となりました。市といたしまし

ては国際化の推進、スポーツの振興、

また、これを契機とした地域活性化、

本市の魅力発信のため様々な事業展開

のための予算措置をしていましたが、

ホストタウントークショー、聖火リ

レー、事前キャンプについては一部計

画を変更して実施、コミュニティライ

ブサイト、パブリックビューイングに

ついては中止をし、インターネットで

観戦を呼びかけるなどの形で代替を行

い、状況に応じた対応を行ったところ

です。

　年度ごとの事務事業評価の結果

は、引き続きホームページで公表し

ております。

　また、第５次総合計画策定にあたっ

ては、第４次総合計画の成果指標等の

進捗についてまちづくり委員会に資料

提供を行い、計画の素案についてはパ

ブリック・コメント手続きによる意見

募集を実施したところです。

　引き続き「計画期間を通じた施策

目標を管理する行政評価」「わかり

やすい公表」「市民参加の促進」等

を念頭に運用の見直しを図ってまい

ります。

企画総務部

財務部

①

①

②

令和2年度の要望とその対応令和2年度の要望とその対応



令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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。

　「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。

　台風１９号に伴う災害対応により

顕在化した課題を整理し、関係部署

と連携して検証作業を進めておりま

す。検証結果を今後の災害対策につ

いて活かし、改善を図ることで、引

き続き市民の安心・安全に努めてま

いります。

　特別会計の保険事業につきまして

は、国県負担分や、一般会計からの

繰り入れの義務があるもののほか、

被保険者の保険料等により成り立つ

ものです。それぞれの特性に配慮し

つつ、本来の趣旨に近づけるよう、

関係各課と調整を図ってまいりま

す。

　台風１９号に伴う課題を整理し、関係
部署と連携し、検証作業を行った結果と
して、まず、警戒体制第１に福祉部長と
学校教育部長を加えるなど、災害時の配
備体制の見直しを行いました。
　避難場所の拡充につきましては、避難限
界距離等を考慮し、市内にバランスよく自
主避難場所を配置し、運営体制を強化しま
した。また、「避難場所開設・運営マニュ
アル（水害編）」を令和２年６月に改訂
し、改訂後のマニュアルに基づいた訓練と
して、同年７月３０日に新型コロナウイル
ス感染症対策に配慮した避難者の受付方法
及び避難スペースの設営訓練を、令和３年
８月５日に発熱者等の体調不良者が出た場
合の専用スペースで使用するプライベート
テント及び段ボールベッドの設営訓練を実
施しております。さらに、避難所となる施
設のレイアウト等の現場確認についても避
難所開設を担当する職員と調整し実施して
おります。
　情報発信につきましては、台風等が接
近する前、避難指示発令時など、災害が
予見されてから発生するまでの各段階に
おいて適切なタイミングで市民に防災情
報を伝達できるよう令和２年８月に「情
報発信マニュアル（水害編）」を作成
し、以後の台風接近時の現場での対応に
て既に運用しており、警報・注意報の発
表、２時間ごとの河川の水位の情報提
供、最新の気象情報の入手先を市ホーム
ページ・メール配信サービス、SNSで発
信するなど、実際に市内で災害が発生し
ていなくても、現在どういう状況にある
のか分かるように、市民へのこまめな情
報提供に努めております。今後とも市民
が早めに自ら避難行動等について判断す
ることの出来る適時・的確な情報発信に
努めてまいります。

　保険事業の特別会計への繰出金

は、令和元年度決算で４４億５，１

２８万２千円、令和２年度決算で４

３億７，５４６万５千円となり、前

年度比で、７，５８１万７千円減少

しました。今後も、特別会計の本来

の趣旨に近づけるよう、関係各課と

調整を図ってまいります。

危機管理監

財務部

①

①



令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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。

　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ｍｉｓａｔｏｓｔｙｌｅ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。

　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。

　地方債には、住民負担の世代間の公

平を調整する機能もあります。今後

も、公共施設等の適正管理を図る観点

から、長寿命化対策等の実行が求めら

れ、市債の活用を予定しているところ

です。繰り上げ償還については、財政

状況等を勘案しながら検討し、今後も

市債の借入額と普通建設事業、双方の

バランスを考慮し、健全な財政運営に

努めてまいります。

　三郷中央におどりプラザを核とし

た、にぎわい創出につきましては、

市の催しとの連携や、におどり公園

の利活用が、必要不可欠なものと認

識しております。今後とも、地域の

方々、企業、組織の自発的な活動を

支援し、本プラザを核としたコミュ

ニティの活性化が促進されるよう、

取組みを進めてまいります。

　商工業品や、農産物、体験ものな

ど多岐にわたってふるさと納税返礼

品をラインナップしておりますが、

より一層魅力あるモノ、事業者を発

掘し、返礼品の充実に努めてまいり

ます。

　令和２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。

　一般会計地方債現在高につきまして

は、令和元年度末で４１０億７５９万２

千円、令和２年度末で４０７億８，７６

４万６千円と、約２億２千万円残高は減

少しました。

　今後につきましても、繰り上げ償還に

ついて適宜検討し、市債の借入額と返済

額、双方のバランスを考慮し、交付税措

置のある市債の活用を図ることで健全な

財政運営に努めてまいります。

　新型コロナウイルス感染症拡大を

防止する観点から、市の主催をはじ

め地域の方々、指定管理者における

催しを当面の間、自粛していただい

ておりますが、三郷中央におどりプ

ラザを核としたにぎわい創出につき

ましては、におどり公園を活用し地

域の方々、企業、組織の自発的な活

動を支援し、本プラザを核としたコ

ミュニティの活性化が促進されるよ

う取組を進めてまいります。

　ふるさと納税の返礼品に人気の焼

き菓子等を新たに加えて１１品目増

の全４９品とし、選ばれる返礼品を

充実させたことなどにより、前年比

で寄付件数は約５倍、寄付金額は約

３倍となっております。今後も体験

型返礼品を増やすなど、三郷市を訪

れることで、「地域が潤う仕組み」

につながるよう努めてまいります。

財務部

市民経済部

②

②

①

令和2年度の要望とその対応令和2年度の要望とその対応



令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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。

　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。

　農産物や観光物販、事業所ＰＲ等

の観点から道の駅の有用性は認識し

ております。地域振興や観光資源創

出の観点から引き続き関係部署との

連携に努めてまいります。

　平成３０年度より開始した中小企

業経営・創業支援事業の中で、セミ

ナーのテーマとして取り上げている

ほか、事業者のキャッシュレス化に

ついて相談可能な経営相談窓口を開

設しております。今後につきまして

も、市の各種相談窓口、セミナーを

広くＰＲし、市内事業者の経営力向

上及び市内経済の発展に努めてまい

ります。

　ムクドリは、野鳥であり、生息域

を制限、管理することが難しいこと

から、現状では、鳴き声が煩ければ

追い払いをし、糞で道路が汚れれば

清掃し、というように事象ごとに対

処している状況でございます。

　追い払いにつきましては、安価で

一定の効果が得られた拍子木による

方法で、被害のある地域の町会や地

域の方々と協働して対処していくこ

とで、全市的、継続的な対応ができ

るよう進めてまいります。

　また、ムクドリにつきましては、

公園や道路、街路樹など管理者が多

岐にわたることから、令和元年度に

関連部署で協議を行い、連携して対

処することとしましたので、今後も

引き続き連携を図って対応してまい

ります。

　交通網が優れた本市において、道路

利用者へのサービス提供の場所だけで

なく、農産物や観光物販、防災拠点へ

と進化している道の駅は多くの利用者

が見込める施設であり、地域振興とし

て選択肢の一つであると考えておりま

す。引き続き、地域振興や観光資源創

出の観点から関係部署との連携に努め

てまいります。

　中小企業経営・創業支援事業におい

て、中小企業診断士等の専門家による

経営相談会の開催及びインターネット

を通じたオンライン相談会により、事

業者のキャッシュレス化を支援いたし

ました。

　今後につきましても、キャッシュレ

ス化をはじめとする経営上のあらゆる

問題に対応できるよう、専門家による

相談会事業を継続してまいります。

　三郷駅付近のムクドリの追い払いに

つきましては、三郷１丁目町会、三郷

２丁目町会の方々の協力を得ることが

でき、８月２６～２８日の３日間に渡

り、市職員を含め、延べ３０人以上が

協働で行いました。その後も、クリー

ンライフ課が作製し、貸与した拍子木

を活用し、町会の方々に、自主的な追

い払いを続けていただいております。

　また、他の地域住民からムクドリの

鳴き声や糞尿による被害相談につきま

しても、関連部署と情報共有し、連携

して対応いたしました。ムクドリの対

応は一過性では終わらないものである

ため、今後も各町会や関連部署と協議

のうえ、取り組んでまいります。

市民経済部

③

④

⑤



令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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。

　

　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。

　高齢者などの交通弱者の安全を図

るため、バリアフリー対応型信号機

の整備について、福祉部局と連携

し、設置管理者である吉川警察署に

対し、要望を行ってまいります。

　教育委員会など、関係部署との現

地確認、協議 等を踏まえ、緊急性が

高い箇所につきましては、 順次、道

路管理者により、ガードポールなど

の交 通安全施設を設置するなど、引

き続き通学路の安全確保に努めてま

いります。

　シルバー元気塾につきましては、

参加を希望するより多くの高齢者

が、健康維持や体力増進を図れるよ

うな環境を整備できるよう努めてま

いります。

スポーツ健康部

　高齢者などの交通弱者の安全を図る

ため、バリアフリー対応型信号機の整

備について、福祉部局と連携し、設置

管理者である吉川警察署に対し、要望

を行ってまいります。

　教育委員会など、関係部署との現地

確認、協議等を踏まえ、緊急性が高い

箇所につきましては、順次、道路管理

者により、ガードポールなどの交通安

全施設に加え、注意喚起を促す道路標

示や看板を設置いたしました。引き続

き通学路の安全確保に努めてまいりま

す。

　夜間講座につきましては、参加者が

少なく、夜道の行き帰りが危険という

意見が多かったため、平成２９年度を

最後に廃止しました。

　新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、消毒・検温の徹底、メニュー変

更を行い、ソーシャルディスタンスを

保つために１回あたりの参加人員を削

減し、コースの細分化を実施しまし

た。また、みさと団地中央集会所に１

コースを増設し、参加可能定員を拡充

しました。

市民経済部

⑥

⑦

①

令和2年度の要望とその対応令和2年度の要望とその対応



令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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。

　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々

な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。

　「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。

　がん検診の受診率向上につきまし

ては、令和２年度から、集団女性が

ん検診での託児を新規導入する予定

です。受診率向上対策としてさらな

る受診勧奨に努め、受診率の向上を

推進してまいります。

　三郷市陸上競技場においては、埼

玉県福祉のまちづくり条例に適合す

るよう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。今後に

おきましても、利用者のご意見を伺

い、庁内関係部署と連携を図り、利

用しやすい施設となるよう努めてま

いります。

　高齢者が気楽に集える場の提供

は、生きがいづくりや交流の場、介

護予防の場としても重要であると理

解しております。特に認知症カフェ

については、今後認知症のかたが増

加することが見込まれているため、

孤立予防だけでなく認知症のかたや

そのご家族等を支援する場としても

重要であると理解しておりますの

で、引き続き検討課題としてまいり

ます。

福祉部

　令和２年度に予定しておりました集

団女性がん検診での託児の新規導入に

つきましては、新型コロナウイルス感

染症の予防の観点から中止といたしま

した。受診勧奨につきましては、新型

コロナウイルスの感染状況を注視し検

討してまいります。

 三郷市陸上競技場においては、利便

性向上のため、案内看板の増設やゴー

ルを運ぶための運搬車、ワンタッチテ

ント等備品整備を行いました。バリア

フリー化、ユニバーサル化につきまし

ては、引き続き利用者のご意見を伺い

ながら検討してまいります。

 高齢者の集いの場としての老人セン

ターや地区サロン等につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、利用の制限などをせざるを得ない

状況がありました。このような中、フ

レイル予防のパンフレットを作成し、

地域包括支援センターや、配食サービ

ス利用者への配布を行いました。

 高齢者が気楽に集える場の提供は、

生きがいづくりや交流の場、介護予防

の場としても重要であり、本市の設置

数は十分でないことは認識していると

ころでございます。引き続き、関係機

関と調整を図るとともに、居場所づく

りの促進に努めてまいります。

スポーツ健康部

②

③

①



令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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、様々な

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。

　特別養護老人ホームの整備につい

ては、市民アンケート等の調査を通

じて、サービスの需要を把握すると

ともに、県や事業者の方針を考慮し

ながら、今後の介護保険事業計画の

中で検討してまいります。

　高齢者の外出支援策として、関係

各課と協議してまいります。また、

企業等との情報提供や協力により、

高齢者の生活向上につながる多様な

サービスやサポートが提供できるよ

う検討してまいります。

　高齢者が自分らしくいきいきと暮

らすことのできるまちづくりに取り

組んでいくにあたり、高齢者福祉や

介護保険事業の総合的な推進を目的

とし、来年度、第８期高齢者福祉計

画・介護保険事業計画を策定し、そ

の中で検討してまいります。

　令和元年度に特別養護老人ホーム１

か所の整備をおこなったほか、令和３

年度から５年度までの第８期介護保険

事業計画において、既存施設１か所の

増床（３５床）を計画しています。ま

た、地域密着型のグループホーム１か

所の新規開設に向け、現在準備を進め

ています。

　高齢者の買い物支援としまして、収

集した民間の移動販売や宅配等の情報

を、埼玉県のプラチナ・サポート・

ショップ事業に登録し、「プラチナ・

サポート・ショップ情報サイト」にお

いて見える化を図りました。

　また、見守り支援として、業務の範囲

において市民に関して何らかの異変等を

察知した場合に、市に情報提供していた

だく「三郷市見守り活動に関する協定」

を生活協同組合パルシステム埼玉と令和

３年３月に締結いたしました。

　引き続き高齢者の生活向上につなが

る多様なサービスやサポートが提供で

きるよう努めてまいります。

　７５歳以上の高齢者が大幅に増加す

ると見込まれる２０２５年に向け、第

８期計画において、介護予防、健康づ

くり及び地域包括ケアシステム関連の

事業を、基本目標１「健康で自立した

生活の推進」と基本目標２「地域で支

え合える体制の構築」として設定しま

した。

　引き続き介護予防、健康づくり及び

地域包括ケアシステムの取組を強化し

てまいります。

福祉部

②

③

④
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令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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。

　市街化区域の下水道整備を目標

期限内に実施 されたい。

　給食費の徴収につきましては、こ

れまでも施設による徴収又は保育料

の一部という形で保護者が負担して

きたため、今後につきましても、各

保育施設での徴収について保育現場

との連携を図ってまいります。

　市内で運営中の「子ども食堂」に

つきましては、「子どもの居場所」

マップを作成し、福祉関係者、教育

関係者等への配布や市ＨＰ等での公

開により周知に努めているところで

す。「子どもの居場所」づくりにつ

いては、策定中の「第２次みさとこ

どもにこにこプラン」（計画年度２

～６年度）に重点的取り組みとして

位置付け、開設や食品安全管理等運

営に関する相談体制の整備、情報提

供等を推進してまいります。

　市街化区域の下水道整備につきま

しては、計画的な実施により目標期

限内の概成に努めてまいります。

建設部

　幼児教育・保育無償化による給食費

の負担については、引き続き保育施設

と連携を図り取り組んでおります。

　市内の「子ども食堂」など「子ども

の居場所」の情報はマップを作成し、

福祉・教育関係者等への配布や市ＨＰ

等での公開、「子育て応援ガイドにこ

にこ」への掲載等により周知に努めて

いるところです。「第２次みさとこど

もにこにこプラン」（計画年度：令和

２～６年度）の重点的取り組みに位置

付け、開設や運営に関するセミナーの

開催等による情報提供、また、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止に係る費用

の補助を行ったところです。引き続き

運営の支援に努めてまいります。

　市街化区域の下水道整備につきまし

ては、令和２年度は処理面積２１．６

ｈａの整備を実施しました。今後も整

備を計画的に実施し、目標期限内の概

成に努めてまいります。

子ども未来部

①

②

①



令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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

れた方々も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。

　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。

学校教育部

　三郷市消防本部応急手当普及推進

モデルに基いて、効果的なＡＥＤの

設置と充実した救命講習会を開催し

てまいります。また、引き続き消防

団員確保のため、イベントなどでの

ＰＲを積極的に行うとともに広報媒

体を活用し、入団促進に努めてまい

ります。

　待機児童対策としましては、職員

不足が要因となっていることから、

市の広報誌やホームページ、有料広

告への募集掲載等を行い広く周知

し、職員確保を図ってまいります。

　図書の廃棄基準を定めましたの

で、今後は、この基準に従い、図書

資料の入れ替えを進めてまいりま

す。

　番匠免運動公園にＡＥＤを屋外設置

いたしました。また、普通救命講習会

は新型コロナウイルス感染症により中

止いたしました。今後は、感染症の動

向を注視し、講習会を開催しＡＥＤの

普及啓発に努めてまいります。

　新型コロナ感染症防止の観点からイ

ベント等の事業が中止となり、積極的

なＰＲ活動は出来ない状況でしたが、

三郷市医師会・市役所市民課の協力を

得て、消防団ＰＲビデオの上映及び消

防団員募集ポスター掲示して入団促進

を行っております。

　職員賃金の増額・継続した職員募集

を通じて、職員確保を進めてまいりま

した。その結果、必要な職員数を確保

することができ、入室を希望する児童

を全て受け入れることが可能となり、

待機児童を解消いたしました。

　令和元年度に定めました図書の廃棄

基準に従い、図書の入れ替えを進める

とともに、各学校の新規図書購入支援

を通して、より良い学校図書館の実現

を図ってまいります。

消防本部

①

①

②
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令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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。

　現代は様々な背景を持つ人々が、

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。

　本市においても「学校の働き方改

革」は重要な課題と認識しておりま

す。

外部人材の参画の一つであるスクー

ル・サポート・スタッフの配置につい

ては、先行自治体の例も踏まえ、実施

へ向け検討してまいります。

　学校において給食費の集金・管理業

務をせず、学校を設置する地方自治体

が自らの業務として環境整備を推進し

ていくためには、事務局に専任の職員

の配属、システムの導入等に課題があ

ります。また、部活動指導員につきま

しては、人材発掘等の課題がございま

す。引き続き、他市町の動向を注視し

検討してまいります。

　本市の小・中学校では、これまでも学

校評議委員会、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

活動の実践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。現在、文部科学省では、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

ておりますので、本市におきましても、

先行自治体の例を参考に調査研究してま

いります。

　インクルーシブ教育システムとして、

同じ場で共に学ぶこととともに、個別の

教育的ニーズのある児童・生徒に対し

て、自立と社会参加を見据えた多様で柔

軟な指導ができるよう環境を整えること

は、課題であると認識しております。今

後も、就学支援委員会等で、個別の教育

的ニーズに応えられるよう、努めてまい

ります。

　スクール・サポート・スタッフの配

置については、働き方改革の一環とし

て、３校に各１名、合計３名を配置し

ました。また、年度の途中では、地方

創生臨時交付金を活用し、追加で１６

名を配置し、新型コロナウイルスによ

る学校での業務量の増加に対応してま

いりました。学校給食費の公会計化に

ついては、引き続き調査研究してまい

ります。

　コミュニティスクールにつきまして

は、導入に向け、国や県、近隣自治体

などの先行事例等の研究とともに、設

置校などの検討を行ってまいりまし

た。令和２年度中に、令和３年度導入

に向けたスケジュールを立て、規則制

定を行い、２校（小学校１校彦成小学

校／中学校１校北中学校）で試行的に

実施することになりました。

　インクルーシブ教育の視点に立ち、

令和２年度も県立特別支援学校の児

童・生徒が市内の小・中学校で交流や

共同学習を行いました。また、保護者

が子どもの適切な学びの場を相談・選

択するための就学支援委員会には、多

くの申請があり、審査や面談に応じま

した。今後も、多様性を認め合い、一

人一人の子ども達の成長を支援できる

よう、環境づくりと教員の資質向上に

努めてまいります。

学校教育部
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令和2年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

　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。

　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

　医療的ケアが必要な児童・生徒等

の教育にあたっては、安全の確保が

保障されるとともに、一人一人の教

育的ニーズに応じた指導を行える教

育環境を整える必要があると認識し

ております。医療、福祉分野との連

携及び国、県との連携が不可欠であ

り、国、県及び他自治体の動向を注

視し、調査研究してまいります。

　三郷中央におどりプラザ内に昨年

オープンした「予約図書受取カウン

ター」の機能と利便性を市民に対し

て積極的にアピールしていくととも

に、利用状況や利用者の意見等を精

査しながら新たなサービスの拠点と

して充実させていきます。また、市

内にラッピングカーで本を届ける新

事業を実施するとともに、次期計画

の中に、誰もが身近に読書に親しむ

ことができる読書環境の整備を盛り

込み、日本一の読書のまちの推進に

努めてまいります。

　三郷市民が共有する「知の財産」

である図書館資料を、新鮮で魅力あ

るものに保つことができるよう、ま

た、多様なライフスタイルに対応す

るための電子図書の充実等もあわ

せ、適切な図書・雑誌の配置方法に

ついて調査研究してまいります。

　医療的ケア児の支援につきまして

は、教育環境を整える上で、対応がで

きる人材の確保が課題と認識しており

ます。また、関連部署や医療機関等と

の情報の共有や連携も必要になるもの

と認識しており、国や県、近隣自治体

などの動向を注視するとともに、情報

収集に努め、体制整備について研究し

てまいります。

　これまでの成果や課題を精査し、第

２次日本一の読書のまち三郷推進計画

を策定いたしました。今後は計画の新

たなキャッチフレーズである。日本一

「本とふれあえるまち」の実現のた

め、「ふれあいブックワゴン」の活

用、「ふれあいブックサポーター」の

養成、「ふれあい文庫」の増設など、

市民や企業、各種団体等と連携しなが

ら、更なる市民サービスの向上と、日

本一の読書のまちの推進に繋げていく

よう努めてまいります。

　第２次日本一の読書のまち三郷推進

計画に基づき、各図書館及び図書室の

利用傾向を踏まえて、良質かつ多様性

にも配慮した本・雑誌の選書、収集、

所蔵に努めてまいります。

　また、電子図書につきましては、さ

らなる充実を図ることで長引くコロナ

禍においても、市民の読書機会の確保

に努めてまいりました。

学校教育部
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・建設水道常任委員会委員長
・江戸川水防事務組合議会議員
・三郷早稲田北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特別委員会

21世紀クラブ相談役
・建設水道常任委員会
・三郷南部地域拠点整備対策特別委員会
・三郷早稲田北部地域拠点整備対策特別委員会

21世紀クラブ幹事長
・議会運営委員会
・文教経済常任委員会
・都市計画審議会委員
・三郷インターチェンジ周辺対策特別委員会委員長
・三郷中央地区周辺対策特別委員会

・総務常任委員会
・議会だより編集委員会委員長
・三郷早稲田北部地域拠点整備対策特別委員会副委員長
・三郷中央地区周辺対策特別委員会

21世紀クラブ代表
・議会運営委員会
・市民福祉常任委員会
・東埼玉資源環境組合議会議員
・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委員長
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