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応招・不応召議員 

 

応招議員 ２５名 

 

１番 足立
あ だ ち

 節子
せ つ こ

   議員 

 

２番 安立
あ だ ち

 恵
よし

重
え

    議員 

 

３番 荒井
あ ら い

 昌
まさ

美
み

    議員 

 

４番 岡田
お か だ

 唯奈
ゆ い な

    議員 

 

５番 折原
おりはら

 優
ゆう

夏
か

   議員 

 

６番 川口
かわぐち

 綾子
あ や こ

   議員 

 

７番 河村
かわむら

 亜弓
あ ゆ み

   議員 

 

８番 木伏
き ぶ せ

 幸江
ゆ き え

    議員 

 

９番 清野
き よ の

 芳子
よ し こ

   議員 

 

１０番 桑原
くわばら

 寿子
と し こ

     議員 

 

１１番 小林
こばやし

 芽
め

美
み

    議員 

 

１２番 小森谷
こ も り や

 嘉子
よ し こ

    議員 

 

１３番 斉藤
さいとう

 寿子
と し こ

    議員 

 

１４番 坂田
さ か た

 幸江
ゆ き え

     議員 

 

１５番 佐々木
さ さ き

 伸世
の ぶ よ

   議員 

 

１６番 杉田
す ぎ た

 栄子
え い こ

     議員 

 

１７番 高木
た か ぎ

 美香
み か

    議員 

 

１８番 武井
た け い

 加奈子
か な こ

    議員 

 

１９番 永
なが

園
その

 みずき   議員 
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２０番 中原
なかはら

 君江
き み え

     議員 

 

２１番 中村
なかむら

 真
ま

須美
す み

   議員 

 

２２番 日比野
ひ び の

 登美子
と み こ

  議員 

 

２３番 三好
み よ し

 美代子
み よ こ

   議員 

 

２４番 山中
やまなか

 虹依
な な え

      議員 

 

２５番 杠
ゆずりは

  泰子
や す こ

     議員 

 

不応招議員 なし 
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２０１７久喜市いきいき女性議会 

 

平成２９年１０月２０日（金曜日） 

 

議 事 日 程 

 

  １．開 会 

 

  ２．開 議 

 

  ３．会議録署名議員の指名 

 

  ４．会期の決定 

 

  ５．市政に対する質問 

     １番  桑原
くわばら

 寿子
と し こ

     議員 

     ２番  杠
ゆずりは

  泰子
や す こ

       議員 

     ３番  三好
み よ し

 美代子
み よ こ

     議員 

     ４番  中村
なかむら

 真
ま

須美
す み

     議員 

     ５番  坂田
さ か た

 幸江
ゆ き え

       議員 

○ 休 憩 

○ 再 開 

○ 市政に対する質問 

６番  小森谷
こ も り や

 嘉子
よ し こ

    議員 

７番  日比野
ひ び の

 登美子
と み こ

    議員 

８番  斉藤
さいとう

  寿子
と し こ

     議員 

９番  折原
おりはら

  優
ゆう

夏
か

    議員 

１０番   高木
た か ぎ

  美香
み か

     議員 

１１番  武井
た け い

 加奈子
か な こ

     議員 

○ 休 憩 

○ 再 開 

○ 市政に対する質問 

１２番  木伏
き ぶ せ

   幸江
ゆ き え

       議員 

１３番  清野
き よ の

   芳子
よ し こ

    議員 

１４番  中原
なかはら

  君江
き み え

     議員 

１５番  川口
かわぐち

  綾子
あ や こ

      議員 

１６番  安立
あ だ ち

  恵
よし

重
え

     議員 

１７番   河村
かわむら

  亜弓
あ ゆ み

      議員 

１８番  岡田
お か だ

  唯奈
ゆ い な

    議員 

○ 休 憩 

○ 再 開 

○ 市政に対する質問 
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１９番  杉田
す ぎ た

   栄子
え い こ

      議員 

２０番  荒井
あ ら い

  昌
まさ

美
み

    議員 

２１番  足立
あ だ ち

  節子
せ つ こ

     議員 

２２番  永
なが

園
その

 みずき      議員 

２３番  佐々木
さ さ き

 伸世
の ぶ よ

     議員 

２４番  小林
こばやし

  芽
め

美
み

     議員 

２５番  山中
やまなか

  虹依
な な え

      議員 

 

６．女性議長挨拶 

 

７．女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜会長挨拶 

 

８．閉 会 
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○ 出席議員（２５名） 

１番 足立
あ だ ち

 節子
せ つ こ

   議員 

 

２番 安立
あ だ ち

 恵
よし

重
え

    議員 

 

３番 荒井
あ ら い

 昌
まさ

美
み

    議員 

 

４番 岡田
お か だ

 唯奈
ゆ い な

    議員 

 

５番 折原
おりはら

 優
ゆう

夏
か

   議員 

 

６番 川口
かわぐち

 綾子
あ や こ

   議員 

 

７番 河村
かわむら

 亜弓
あ ゆ み

   議員 

 

８番 木伏
き ぶ せ

 幸江
ゆ き え

    議員 

 

９番 清野
き よ の

 芳子
よ し こ

   議員 

 

１０番 桑原
くわばら

 寿子
と し こ

     議員 

 

１１番 小林
こばやし

 芽
め

美
み

    議員 

 

１２番 小森谷
こ も り や

 嘉子
よ し こ

    議員 

 

１３番 斉藤
さいとう

 寿子
と し こ

    議員 

 

１４番 坂田
さ か た

 幸江
ゆ き え

     議員 

 

１５番 佐々木
さ さ き

 伸世
の ぶ よ

   議員 

 

１６番 杉田
す ぎ た

 栄子
え い こ

     議員 

 

１７番 高木
た か ぎ

 美香
み か

    議員 

 

１８番 武井
た け い

 加奈子
か な こ

    議員 

 

１９番 永
なが

園
その

 みずき   議員 

 

２０番 中原
なかはら

 君江
き み え

     議員 
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２１番 中村
なかむら

 真
ま

須美
す み

   議員 

 

２２番 日比野
ひ び の

 登美子
と み こ

  議員 

 

２３番 三好
み よ し

 美代子
み よ こ

   議員 

 

２４番 山中
やまなか

 虹依
な な え

      議員 

 

２５番 杠
ゆずりは

  泰子
や す こ

     議員 

 

○ 欠席議員 なし 
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○ 市側の出席者 職・氏名 

 

市長      田中
たなか

 暄二
けんじ

   

 

副市長     飛髙
ひだか

 守
まもる

   

 

教育長     柿 沼
かきぬま

 光夫
みつお

  

 

総務部長    酒 巻
さかまき

 康
やす

至
し

   

 

財政部長    山 村
やまむら

 敏
とし

幸
ゆき

  

 

市民部長    中 村
なかむら

 貴子
たかこ

   

 

環境経済部長  宮 内
みやうち

 敦夫
あつお

  

 

福祉部長    宮 澤
みやざわ

 昇 司
しょうじ

   

 

健康増進部長  関根
せきね

   武
たけ

視
し

  

 

建設部長    武井
たけい

 保
たもつ

   

 

菖蒲総合支所長 齋 藤
さいとう

  正 弘
まさひろ

 

 

栗橋総合支所長 籠宮
こみや

 信
のぶ

寿
とし

   

  

鷲宮総合支所長 堀部
ほりべ

 行
ゆき

雄
お

  

 

会計管理者   斎 藤
さいとう

 悟留
さとる

 

 

上下水道部長  平井
ひらい

 康
やす

久
ひさ

  

 

教育部長    渋谷
しぶや

 克美
かつみ

  

 

総合調整幹   折 原
おりはら

 哲夫
てつお
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○ 女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜の出席者 職・氏名 

 

会 長     倉 持
くらもち

 睦子
むつこ

  

 

副会長     内海
うつみ

 弘美
ひろみ

   

 

副会長     関根
せきね

 寿美子
す み こ

 

 

 

○ 議会側の出席者 職・氏名 

 

議 員       

市議会議長  柿 沼
かきぬま

 繁男
しげお

 

 

事務局職員 

 局   長  真田
さなだ

 稔
みのる

   

  



9 

 

（開始 午前９時００分） 

◎開会セレモニー 

 

○司会 女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜 西條
さいじょう

かつ子
こ

理事 

皆様、おはようございます。  

これより、２０１７久喜市いきいき女性議会の開会セレモニーを開催いたします。 

私は、このいきいき女性議会を久喜市と共催で開催いたします、女と男いきいき

ネットワーク久喜の理事、西條かつ子でございます。いきいき女性議会開会までの

間、進行役を務めさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

◎市長 挨拶 

 

○司会 

 それでは、まず初めに、女性議会開会にあたりまして、主催者を代表いたしまし

て、田中暄二久喜市長から、ご挨拶をいただきたいと存じます。 

田中市長、よろしくお願いいたします。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

 

○田中暄二市長 

皆様、おはようございます。久喜市長の田中暄二でございます。 

いきいき女性議会議員の皆様におかれましては、本日ご多忙のなか、２０１７久

喜市いきいき女性議会にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。 

また、日頃から市政の運営につきまして、それぞれのお立場で多大なるご理解と

ご協力をいただいておりますことに、厚くお礼申し上げます。 

このいきいき女性議会は、男女共同参画社会づくりの一環といたしまして、女性

の市政参加への意識啓発を図るとともに、女性の視点からとらえた意見や要望、提

案などを市政に反映させることを目的に、隔年で開催いたしております。 

本日お集まりの議員の皆様におかれましては、事前の打合せや９月の定例市議会

を傍聴されるなど、本日に至るまでさまざまな準備をされてきたと伺っております。 

本日は、皆様からのご質問に対しまして、市の考えや現状について、ご答弁をさ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

ひと 

たなか けんじ 

ひと 
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近年、少子高齢化が進む中で、活力ある社会を維持・発展させるためには、女性

の活躍の推進を着実に進め、誰もがその能力を発揮して活躍できる社会を実現する

ことが求められております。 

そのためには、男女ともに仕事と生活の両立を支援する制度や長時間労働の是正

等の多様な働き方改革の推進など、職場における環境整備の取組みが重要でありま

す。 

久喜市役所の取組みといたしましては、職場で共に働く部下の仕事と生活の両立

とキャリア形成を支援していくイクボス宣言を、平成２９年９月２２日に、私をは

じめといたします課長級以上の管理職が行なったところでございます。 

市が率先して「イクボス宣言」をすることにより、働き方の見直し、さらには、介

護や子育てしやすい職場環境づくりに向けた事業所の意識改革にもつながるものと

考えております。 

さらに、本市は、出産した女性が現に働き続けていることや女性管理職が活躍し

ていることなど、一定の条件を満たしていることから、埼玉県より多様な働き方実

践企業として認定されております。 

本市の女性管理職の割合でございますが、平成２９年４月１日現在、初めて２０％

を超え、２０．５％となったところでございます。ちなみに埼玉県の女性管理職の

割合は９．１％、国においては、平成２８年７月１日現在でございますが、４．３％

となっております。国や埼玉県と比較いたしますと、国とは１６．２ポイント、埼

玉県とは１１．４ポイント、本市が上回っている状況でございます。 

また、本市におきましては、久喜市男女共同参画行動計画（第 1 次）の計画に基

づき、男女共同参画の推進に向けまして、諸施策を積極的に取り組んでいます。平

成２９年度は、現在の行動計画（第１次）の計画期間が最終年度となりますことか

ら、平成３０年度からの第２次男女共同参画行動計画を策定するため、現在、審議

会の委員の皆様にご検討いただいております。 

男女共同参画社会の実現に向けては、決して私ども行政の力だけで成し得るもの

ではなく、市民や事業者の皆様と力を併せてこそ実現するものでございます。 

議員の皆様におかれましては、この女性議会への参加を機会に、市の審議会や事

業等に積極的にご参画いただき、男女共同参画社会の推進に向けてご支援、ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、いきいき女性議会の議員をご推薦いただきました各団体及び各学校の皆

様には、女性議会開催の趣旨をご理解いただき、ご配慮を賜りましたことに感謝申
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し上げますとともに、運営にあたりご協力をいただいております関係各位に感謝を

申し上げまして、２０１７久喜市いきいき女性議会開会にあたっての挨拶とさせて

いただきます。本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○司会 

  ありがとうございました。 

 

◎市議会議長 挨拶 

 

○司会 

続きまして、このいきいき女性議会にご後援をいただいております久喜市議会を

代表いたしまして、久喜市議会議長柿沼繁男様より、ご挨拶をいただきたいと存じ

ます。 

 

〔柿沼繁男議長登壇〕 

 

○柿沼繁男議長 

皆様、おはようございます。ただ今ご紹介をいただきました、久喜市議会議長の

柿沼繁男でございます。市議会を代表して挨拶申し上げます。 

皆様方には、日頃から久喜市議会に対し、ご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

２０１７久喜市いきいき女性議会の開催にあたりまして、挨拶を申し上げます。 

このいきいき女性議会は、女性の市政参画への意識啓発を図るとともに、女性の

視点からとらえた意見や要望、提案などを市政に反映することを目的に開催されて

いるところでございます。 

近年、あらゆる分野において女性の活躍が一層必要とされているところであり、

すべての女性が、個性と能力を発揮できる社会を実現するためには、女性が機会を

捉えて、ご自分たちの意見を述べるということは、大変重要であると考えておりま

す。 

本日の女性議会における市政に対するご質問は、その意味からも貴重なご意見・

ご提案になるものと確信しております。 

さて、市議会は、市長が提案した議案の審議、採決や執行に対するチェック機能

かきぬましげお 
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の他、住民の代表として、市民の皆様の声を聞き、提案する機能を持っております。

皆様の声を市政に反映させるため引き続き鋭意努力してまいりますので、今後とも

皆様方のご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

本日のいきいき女性議会は、女性議員の皆様にとりましても貴重な経験になるか

と思います。どうかこの経験を、皆様のこれからの活動に活かしていただきたいと

ご期待申し上げます。 

結びに、皆様方のご活躍をご祈念申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

 

○司会 

  ありがとうございました。 

 

◎女性議員の紹介 

 

○司会 

  続きまして､本日の久喜市いきいき女性議会議員の皆様をご紹介いたします。 

 

１番  足立
あだち

  節子
せつこ

   議員 

 

２番  安立
あだち

   恵
よし

重
え

   議員 

 

３番  荒井
あらい

  昌
まさ

美
み

   議員 

 

５番  折 原
おりはら

 優
ゆう

夏
か

  議員 

 

６番  川 口
かわぐち

 綾子
あやこ

   議員 

 

７番  河 村
かわむら

 亜弓
あゆみ

   議員 

 

８番  木伏
きぶせ

  幸江
ゆきえ

   議員 

 

９番  清野
きよの

  芳子
よしこ

    議員 

 

１０番 桑 原
くわばら

 寿子
としこ

    議員 

 

１１番 小 林
こばやし

 芽
め

美
み

    議員 
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１２番 小森谷
こもりや

 嘉子
よしこ

    議員 

 

１３番 斎 藤
さいとう

  寿子
としこ

   議員 

 

１４番 坂田
さかた

   幸江
ゆきえ

    議員 

 

１５番 佐々木
さ さ き

 伸世
のぶよ

   議員 

 

１６番 杉田
すぎた

   栄子
えいこ

   議員 

 

１７番 高木
たかぎ

   美香
み か

    議員 

 

１８番 武井
たけい

 加奈子
か な こ

    議員 

 

１９番 永
なが

園
その

 みずき  議員 

 

２０番 中 原
なかはら

  君江
きみえ

    議員 

 

２１番 中 村
なかむら

 真
ま

須美
す み

  議員 

 

２２番 日比野
ひ び の

 登美子
と み こ

   議員 

 

２３番 三好
みよし

   美代子
み よ こ

  議員 

 

２４番 山 中
やまなか

  虹依
ななえ

     議員 

 

２５番 杠
ゆずりは

  泰子
やすこ

    議員 

 

４番  岡田
おかだ

   唯奈
ゆいな

    議員 につきましては、学校行事の関係で午後から出 

席いたします。 

以上、２０１７久喜市いきいき女性議会議員のみなさまをご紹介させていただきま

した。 

 

◎執行部等の紹介 

 

○司会 

続きまして、久喜市執行部関係者、女と男いきいきネットワーク久喜関係者及び
ひと  ひと 
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議会関係者の出席者につきまして、ご紹介をさせていただきます。 

まず初めに、先ほど、ご挨拶をいただきました田中暄二久喜市長でございます。 

同じく、ご挨拶をいただきました久喜市議会議長柿沼繁男様でございます。 

続きまして、本日のいきいき女性議会を久喜市と共催で開催するにあたりまして、

女と男いきいきネットワーク久喜から、 

倉 持
くらもち

 睦子
むつこ

  会長でございます。 

内海
うつみ

 弘美
ひろみ

   副会長でございます。 

関根
せきね

 寿美子
す み こ

  副会長でございます。 

 

引き続き、市執行部に戻りまして、 

飛髙
ひだか

 守
まもる

   副市長でございます。 

柿 沼
かきぬま

 光夫
みつお

   教育長でございます。 

酒 巻
さかまき

 康
やす

至
し

   総務部長でございます。 

山 村
やまむら

 敏
とし

幸
ゆき

  財政部長でございます。 

中 村
なかむら

 貴子
たかこ

   市民部長でございます。 

宮 内
みやうち

 敦夫
あつお

   環境経済部長でございます。 

宮 澤
みやざわ

 昇 司
しょうじ

  福祉部長でございます。 

関根
せきね

 武
たけ

視
し

    健康増進部長でございます。 

武井
たけい

 保
たもつ

    建設部長でございます。 

齋 藤
さいとう

 正 弘
まさひろ

  菖蒲総合支所長でございます。 

籠宮
こみや

 信
のぶ

寿
とし

  栗橋総合支所長でございます。 

堀部
ほりべ

 行
ゆき

雄
お

   鷲宮総合支所長でございます。 

斎 藤
さいとう

 悟留
さとる

    会計管理者でございます。 

平井
ひらい

 康
やす

久
ひさ

  上下水道部長でございます。 

ひと  ひと 
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渋谷
しぶや

 克美
かつみ

    教育部長でございます。 

折 原
おりはら

 哲夫
てつお

   総合調整幹でございます。 

真田
さなだ

 稔
みのる

   議会事務局長でございます。 

                   

◎正副議長の紹介 

 

○司会 

 続きまして、議長並びに副議長の選出に移りたいと存じます。 

議長、副議長の選出につきましては、去る７月２１日に開催いたしました、第１回事

前説明会におきまして、女性議員のみなさまの互選により、正副議長が既に選出され

ておりますので、ご紹介をさせていただきます。 

いきいき女性議会議長の永園みずき議員でございます。 

副議長の折原優夏議員でございます。 

なお、午前は、永園みずき議長に、午後は、折原優夏副議長に、議長の職務をお願い

しております。 

続きまして、本日は、手話通訳として、お二人の方にお越しいただいております。 

社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会のお二人でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

以上で、開会セレモニーを終了いたします。皆様、ご協力ありがとうございました。 

 それでは、これから、会議に入らせていただきます。永園議長は、議長席にお着き

下さい。 

 

〔永園みずき議長、真田稔議会事務局長登壇〕 

〔西條かつ子理事 執行部側席に移動〕 

 

◎議長着席 

（開議 午前９時２０分） 

                                    

◎開会の宣告 

 

○真田稔議会事務局長 
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 ご起立願います。おはようございます。 

ご着席ください。 

 

○永園みずき議長     

ただいまの出席議員２４名であります。 

定足数に達しておりますので、これより、２０１７久喜市いきいき女性議会を開

会いたします。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

◎開議の宣告  

 

○永園みずき議長      

これより直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程の報告 

 

○永園みずき議長 

本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配布したとおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

 

○永園みずき議長     

日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、久喜市議会会議規則に準じまして、議長において指名いたし

ます。 

６番  川口 綾子議員、 

１０番  桑原 寿子議員、 

以上２名であります。 

          

◎会期の決定 

 

○永園みずき議長     

日程第４、会期の決定を議題といたします。 
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お諮りいたします。２０１７久喜市いきいき女性議会の会期は、本日１日間とい

たします。これにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声あり ） 

 

○永園みずき議長     

ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

◎市政に対する質問 

 

○永園みずき議長 

日程第５、市政に対する質問をお受けいたします。 

初めに、桑原寿子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １０番 桑原寿子議員。   

 

〔桑原寿子議員登壇〕 

 

○桑原寿子議員 

１０番 桑原寿子と申します。交通安全について質問させていただきます。 

 圏央道の菖蒲インターが開通されて、ますます自動車など、快適に走行する事が

可能になり大変便利になりました。 

それに伴い、隣接しているいなほ通りですが、そちらもだいぶ整備がされて自動

車も増加したように思われます。私は、菖蒲の小林に在住しており、この道路を通

勤で利用しておりますが、信号が少なく全体的に車のスピードが加速されているよ

うに思われます。いなほ通りは、中高生の通学の横断にも利用されているのですが、

一部の区間で圏央道の側道と栢間沼を結ぶ道路は大変危険に思われます。 

横断歩道があると車も気をつけると思われ、大変危険なため、ぜひご検討してい

ただけたらと思います。 

最後になりますが、夏と違い夕方は暗くなるのが早い為、自転車も自動車もライ

トの点灯はお早めに心がけていただけるよう、交通安全母の会でも啓発活動に取り

組んでいこうと思っております。 
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私の質問は以上でございます。 

 

○永園みずき議長 

  桑原寿子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

桑原寿子議員の交通安全についてのご質問でございます。私からご答弁申し上げ

ます。 

本市は、圏央道の開通により、東名高速道路から東関東自動車道までが圏央道で

結ばれ、久喜白岡ジャンクションを中心として、東西南北全ての方向へ高速道路に

よるアクセスが可能となるなど広域交通の利便性が飛躍的に向上いたしました。 

この交通の要衝という優位性を生かし、交流人口の拡大や定住促進を図るほか、企

業進出のニーズを捉え、企業誘致による税収確保や雇用の創出、地域経済の活性化

など、本市の将来を担う、新たな産業拠点の整備に積極的に取り組んでおります。 

一方、広域交通の利便性の向上に伴い、市内における交通量の増加が予想される

など、今後の交通安全対策が重要となってきております。 

これらの現状も踏まえ、本市では、交通安全対策の総合的、計画的な推進を図る

ため、平成２８年１２月に、計画期間を平成２８年度から平成３２年度までの５箇

年間とする、第１０次久喜市交通安全計画を策定いたしました。 

この計画は、交通事故のない久喜市を目指して、国、埼玉県、関係機関及び団体

が一体となり、交通安全に関する、道路交通環境の整備や交通安全思想の普及など、

今後、本市において展開する各種施策を取りまとめたものでございます。 

現在、本市では、この計画に基づき、警察署をはじめ、交通安全母の会、交通安

全協会や児童の登校時に立哨指導しております交通指導員などと連携し、街頭での

交通安全対策に関する普及啓発活動や小学校における交通安全教室を定期的に実

施し、市民の皆様の交通安全意識の向上を図っているところでございます。 

また、あわせまして、交通の安全を確保するため、道路照明灯や道路反射鏡など

の交通安全施設の整備を進めております。 

ご質問の道路につきましては、２箇所とも市道菖蒲２７４６号線、通称稲穂(い



19 

 

なほ)通りとの交差点でございます。 

この稲穂通りは、白岡市内の県道さいたま栗橋線や県道川越栗橋線、鴻巣市内の

県道北根(きたね)菖蒲(しょうぶ)線などを結ぶ幹線道路でありまして、大型車両な

ども多く通行しているところでございます。 

このため、ＪＡ南彩菖蒲グリーンセンターとファミリーマートを結ぶ、稲穂通り

との交差点につきましては、横断歩道や一時停止が設置されているほか、本市にお

きましても、ドライバーの注意を促すため、横断歩道の手前に、エンジ色のカラー

舗装を施すなど、当該交差点の交通安全対策を講じてまいりました。 

また、もう一方の圏央道の側道側と栢間沼側を結ぶ、稲穂通りとの交差点につき

ましては、菖蒲南中学校の通学路に指定されておりますが、横断歩道は設置されて

いないところでございます。 

そうしたことから、本市では、この交差点中央に、自発光式の道路鋲を設置した

ほか、当該交差点を四角に囲う形で、黄色の区画線を設置して、ドライバーへの注

意喚起を行っております。 

ご要望の横断歩道の設置につきましては、交通規制でありますことから、最終的

には埼玉県公安委員会の決定でございます。 

しかしながら、本市といたしましてもさらなる交通安全対策は必要であると考え

ておりますことから、当該交差点を通学路として指定している菖蒲南中学校の意見

も伺うほか、久喜警察署とその対策について協議し、まずは、注意喚起の看板など

の設置を実施してまいります。 

いずれにいたしましても、交通事故は、被害者本人や加害者本人のみならず、家

族やその周囲にも大きな影響を及ぼし、平穏な生活を一変させてしまいます。 

本市といたしましては、今後も引き続き、関係機関・団体などと連携を図り、交

通安全対策に関する各種施策を実施し、「安全で安心して暮らせる交通事故のない

久喜市」を目指してまいります。 

 

○永園みずき議長 

以上で、桑原寿子議員の質問を打ち切ります。 

次に、杠泰子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ２５番 杠泰子議員。   

 

〔杠泰子議員登壇〕 
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○杠泰子議員 

２５番 杠泰子です。久喜市栗橋手をつなぐ育成会から参りました。「障がい児

者、その家族にとっての安心安全な街づくりのさらなる対策について」に質問しま

す。 

我が家には、１９歳になるダウン症の息子がいます。この子を通して、たくさん

の仲間たちとの出会いがあり、いろいろな体験や学び、気づきの場を日々もらって

います。私たち夫婦は、我が子に障がいがあっても地域で当たり前に生きていける

ようにと願って育ててきました。つらい思いをしたこともたくさんありましたが、

今では理解し、ともに見守ってくださる方もたくさん出来ました。産まれた頃は、

預けるところも療育の場もなく、大きな荷物と小さな我が子を抱えながら、電車で

大宮まで療育に通ったこともありました。今では福祉制度やサービスも充実し、障

がい児者、その家族への支援は以前より積極的になされていると思います。 

しかし、障がい児者、その家族にとってまだまだ不安は尽きません。 

まず、「障害者総合支援法」の附帯決議において、地域生活支援拠点等整備の推

進が提唱されました。近年、障がい者の高齢化・重度化・親亡き後の支援体制が懸

念されています。一方では、自立という観点で一人暮らしも今後さらに増加してい

くと思います。それ故に、その人にあった日々の支援体制を地域で構築していくこ

とが必要でありますが、親としては、特に「いつ何時何があっても大丈夫」という、

２４時間の相談体制、緊急対応等の整備を切に願います。 

こんな事例がありました。８０歳代のお母さんが、心筋梗塞で病院に運ばれる救

急車の中で、障がいのある５０歳代の息子の預かり先を探す為に、電話をかけまく

ったそうです。「我が子を一人では置いていけない」と苦しい胸を押さえながら。

こういうことが起きないように、２４時間緊急対応をしてくれる機関を作っていた

だきたいのです。 

さらに、災害時による支援体制の確立も強く願います。久喜市では「二次的避難

所」として「福祉避難所」が配置されていますが、災害発生後の状況に応じて避難

対象者を決定するとなっています。 

もし仮に、杖をつかれている高齢者の方と、じっとしていることが苦手な障がい

のあるお子さんが一緒になった場合、慣れない空間で、長期間共に過ごすことはで

きるのでしょうか。市が考えている計画が想像できないので、大変不安に思ってい

る方が大勢いらっしゃいます。 
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そこで、下記の２点について質問いたします。 

（１）｢入所施設の機能併設タイプ｣型が親としては安心に感じますが、久喜市で 

は、｢地域生活支援拠点等整備｣における２４時間相談体制、緊急対応等の

システム作りをどのように進行されているのでしょうか。加えて、予算の

長期的な確保をしていただきたいのですが、なされているのでしょうか。 

（２）福祉避難所における対象者の振り分け、場所、支援体制等、どのようなシ 

ュミレーションがなされているのでしょうか？今後、職員、ボランティア、

我が子のような避難対象予定者などを含めた大規模な実地避難訓練等を

行っていただきたいのですが、そのような計画はあるのでしょうか。 

最後に、日本が障害者権利条約の署名をしてから１０年が経ちました。この間、

障がい者に関わる国内法が次々に整備されました。それらをどう具現化していくか

が、今、各自治体に問われていると思います。久喜市において、障がい児者、その

家族にとっての安心安全な街づくりが推進されることを心より願っております。私

の質問は以上です。 

 

○永園みずき議長 

  杠泰子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

  杠泰子議員のご質問に対しまして、順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

平成２６年５月、厚生労働省では、障がい者の生活を地域で支える新たな仕組み

として、地域生活支援拠点の整備についての考え方を示し、グループホームや入所

施設等に複数の機能を付加する多機能拠点整備型と、既存の事業所等に機能を分担

させる面的整備型の２つの種類の類型が示されたところでございます。 

しかしながら、整備に関する基準や運営方法、費用負担等に関する詳細な情報が

少なく、各自治体に判断が委ねられたことから、全国的にも整備が進まない状況と

なっておりまして、平成２９年７月、改めて厚生労働省から、平成３２年度末まで

の整備目標が示されたところでございます。 
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本市といたしましては、地域生活支援拠点を整備するにあたり、障がい者が地域

で安心して暮らしていけるよう、相談支援の体制が常時確保されるとともに、緊急

時の受け入れに速やかに対応できることが重要であると考えております。 

そのようなことから今後、先進自治体における取組みの手法や類型、実施の課題

等について研究を進めるとともに、市内のグループホーム、障害者支援施設、障が

い者生活支援センター等から、ご意見を伺ってまいりたいと考えております。 

それらのご意見等を踏まえ、本市にふさわしい地域生活支援拠点のあり方や整備

の時期、必要な予算の確保等につきまして、今後、市内の障がい者団体、障害福祉

サービス事業者、有識者等で構成する久喜市障がい者施策推進協議会において、協

議をしてまいります。 

  次に（２）でございます。 

  福祉避難所は、高齢者、障がい者、妊産婦など、一般の避難所では生活に支障が

あり、特別な配慮を必要とする方が避難する施設でございまして、現在、ふれあい

センター久喜、菖蒲老人福祉センター、健康福祉センター（くりむ）など市の管理

する施設が９箇所、久喜市いちょうの木、久喜市けやきの木や偕楽荘など市が指定

管理委託している障がい者等の福祉施設が７箇所のほか、埼玉県立久喜特別支援学

校及び民間の障がい者施設である久喜けいわの合計１８箇所の施設を指定してお

ります。 

福祉避難所への避難につきましては、災害発生時に、まずは、指定避難所や一時

避難所に避難していただき、その後、避難所での生活に配慮が必要とされる方のた

めに、福祉避難所を開設し、受け入れをするものでございます。 

なお、福祉避難所の開設にあたりましては、指定避難所等に避難された方の中か

ら、配慮を必要とする方の人数や、必要な支援の内容等を勘案したうえで、福祉避

難所を運営するための人員の確保及び物資の配備等の体制を整える必要がござい

ます。 

そのため、今年度、福祉避難所に指定している施設等の市職員のほか、民間団体

が運営する施設の職員にもお集まりいただきまして、施設の図面を用いまして避難

対象者の振り分けや避難スペースの区割り、その他支援体制等について話し合うワ

ークショップ形式の訓練を実施する予定であります。 

今後につきましても、継続して訓練を実施いたしまして、災害時における福祉避

難所の設営が適切に実施できますよう備えてまいります。 
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○永園みずき議長 

以上で、杠泰子議員の質問を打ち切ります。 

次に、三好美代子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ２３番 三好美代子議員。   

 

〔三好美代子議員登壇〕 

 

○三好美代子議員 

２３番 三好美代子と申します。久喜市の地域医療制度の充実についてお伺いし

ます。 

私は、久喜市の健康づくり事業に共感して、協力している市民の一人でございま

す。日頃は地域の方や医療生協の方々と健康チェックや介護予防の体操、ウォーキ

ング、憩いの場作りや、見守りなどお互いに健康長寿を目指す自助、共助の活動を

しております。 

しかしながら、誰でもが自分の希望に反して要介護や要看護の状態になってしま

うかもしれません。 

ところが、この介護や看護をめぐっては、さまざまな問題が報道されています。

老老介護に疲れ果てての殺人事件ですとか、認知症が進み、施設や病院から帰宅を

促されたお母様を息子さんが介護する中で、仕事も辞めざるを得なくなり、さらに

介護に尽くされたけれども自殺された例だとか、また、交通事故の後遺症から高次

脳機能障害になった息子さんを高齢のお父様が介護されていて、無理心中してしま

った事件とか、胸の痛む事件が後を絶ちません。 

このようになる少し手前のところで、日々ご苦労されている方も大勢おられるの

ではないかと案じられます。その中でも特に深刻なのは、医療的ケアと介護の両方

ともに必要な方を介護されている介護者です。医療的ケアは、人工呼吸器の装着管

理、痰の吸引とカテーテル管理、胃や食道、腸、鼻腔からの経管栄養の注入、気管

切開のカニューレの管理、ストマなど泌尿器系の管理等々、本来は医療の専門家が

担う医療行為ですが、在宅療養の病人には家族が行うように認められています。 

従って、介護者は毎日休むことなく、介護と医療的ケアの両方をともに受けもた

なければなりません。このような場合、介護者自身が病気になったり怪我した時に

安心して通院や治療を受けられなければ、在宅介護や在宅医療は継続しません。こ

んな時にも施設入所やショートステイはほとんど断られてしまいます。このような
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ケースの介護者を支援するためには、要介護者を一時入院させることの出来るレス

パイト入院またはレスパイト病床がどうしても必要であります。従いまして、訪問

医療による在宅療養の実施は、患者の病態把握と治療だけでなく、介護者の健康観

察や医療的ケアの指導も可能になります。 

また、そこで必要な時にレスパイト入院の出来る病院を紹介するなど、患者、介

護者双方にとって信頼できる医療制度であると思われます。同時にこれが実施され

れば、介護をめぐる痛ましい事件の未然防止にも期待が持てるのではないかと思わ

れます。 

ますますの高齢社会に進む今後、在宅医療は介護の制度と連携して地域包括ケア

の主要な課題ともなることと思われます。 

そこで、久喜市の地域医療制度の充実についてお聞きします。 

（１）在宅療養に必要な在宅医療の実施病院は何箇所有りますか。その専門医は

何人おられますか。 

（２）介護者支援のためのレスパイト入院は総合病院や救急病院に設置してあり 

ますか。また、今後の見通しをお教えください。 

（３）今後は、一段と介護者支援のための介護の制度が必要になってくると思わ

れます。今後の見通しをお教えください。 

以上、私の質問を終わります。ご回答のほどよろしくお願いいたします。 

 

○永園みずき議長 

  三好美代子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

三好美代子議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

  在宅医療・介護連携を進めるにあたり、団塊の世代が７５歳以上となる２０２

５年を目途に、重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で暮らし続けるこ

とができるよう、医療・介護・予防等が一体的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築を実現することが求められております。   
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ご質問の市内の在宅医療の状況につきましては、埼玉県が管理する「埼玉県医

療機能情報提供システム」を基に確認をいたしましたところ、平成２９年９月現

在、往診診療を専門に実施している医療機関は、２診療所、医師は３人でござい

まして、往診診療が可能な医療機関は１病院、９診療所、医師は１０人でござい

ました。 

 次に（２）でございます。 

 急性期医療が終了した後、すぐに在宅や施設へ移行するには不安がある入院患

者や、緊急受け入れを行う必要がある自宅療養中の方などを対象とした、地域包

括ケア病棟の整備が全国的に注目されております。 

 この地域包括ケア病棟は、最大６０日の入院期間中、患者が医学的管理、看護、

リハビリ等により、心身機能を回復するための訓練に取り組みながら、自宅や居

宅系介護施設等への復帰に向けた準備を進めるためのものでございます。 

 また、地域包括ケア病棟を整備している医療機関の中には、「レスパイト入院」

に対応している医療機関がございます。レスパイト入院は、在宅介護などで介護

にあたっている家族の方々が、その疲れから介護を続けることができなくなるこ

とを、予防する目的で行われていることから、「在宅介護を支える入院」とも言

われております。現段階で、レスパイト入院に対応している医療機関は、久喜市

内にはございませんが、国や県は、在宅療養を基盤とした地域包括ケア病棟の整

備を進めていくこととしております。 

本市といたしましては、国や県の動向を注視しながら各医療機関の取組みにつ

いて、情報収集するとともに、介護者の支援のための取組みについて推進してま

いりたいと考えております。 

次に（３）でございます。 

介護保険制度は、家族等による介護の負担を軽減し、社会全体で要介護者を支

える仕組みとして創設されたものでございます。 

例えば、家庭の事情等により在宅での介護が一時的に困難な場合に、要介護者

を施設でお預かりする「短期入所生活介護（ショートステイ）」がありますが、こ

れは家族等の介護者のレスパイトケアにもつながるものでございます。 

また、本市におきましては、介護者を直接支援する取組みとして、介護につい

ての知識を深めるための「家族介護講演会」を開催しているほか、認知症の方や

その介護者などが参加し、参加者同士で気軽に話し合うことにより、介護者の精

神的負担の軽減につながる「オレンジカフェ」を開催しており、今年度は、久喜
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地区の中央公民館や菖蒲地区の森下公民館など市内６会場で、計２４回実施する

予定でございます。 

今後につきましても、介護サービスなどの適切な利用により、介護をする方の

負担軽減になりますよう、介護保険制度の適切な運営に努めてまいります。 

 

○永園みずき議長 

以上で、三好美代子議員の質問を打ち切ります。 

次に、中村真須美議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ２１番 中村真須美議員。   

 

〔中村真須美議員登壇〕 

 

○中村真須美議員 

２１番 中村真須美です。久喜おやこげきじょうを代表してまいりました。 

私は子どもが３歳の時に知り合いに誘われ、久喜おやこげきじょうを知り入会し、

今日に至っています。当時は子どもと一緒に遊びにいける身近な場所のひとつであ

り、親子共にたくさんの事を仲間と一緒に学びあえる時間でした。会員になり１５

年ほど子どもたちと一緒に「鑑賞する」、「遊ぶ」、「体験する」、「つながる」を中心

にさまざまな活動を企画運営して参りました。 

また、積極的に講演会や学習会を開き、子どもたちを取りまく環境についてや、

子どもと関わる大人のあり方など、会員や地域の方々と共有する時間を作ってきま

した。私の子育てにも大きな影響を与えられ、幾度となく考え、改める機会になり

ました。このような日々の中で出会い、心の中にあった納得の出来ない子ども時代

の思い出や楽しかった思い出の数々がよみがえり、「子どもに大切なことってなん

だろう」と心を弾ませたのが、「子どもの権利条約３１条」の学習会でした。日本

は国会で１９９４年に「国連子どもの権利条約」を批准しています。そして、久喜

おやこげきじょうは、「子どもの権利条約３１条」を子どもの成長と発達に大切な

ことととらえ活動しています。私は、「子どもの権利条約３１条」を学び、子ども

が成長する過程で向き合う、さまざまな出来事を乗り越えられるような、何かほっ

としたような気持ちになりました。子ども時代を楽しく充実して過ごすことができ、

そのことがあらゆる困難を自らの力で克服して、未来の社会やその文化を平和で幸

せに創っていくいろいろな力を、子どもたちが最大限に身につけ、自らを創り上げ
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ていくことにつながる保障と権利を目指すのが子どもの権利条約です。「子どもの

権利条約３１条」は、「忘れられた条文」と揶揄されるほど、我が国においても内

容の理解やその実現が進んでいません。国や地方自治体をはじめ、子どもに関わる

すべての人々に学ぶ機会を作り、正確に理解され、子どもたちの文化圏の保障がさ

れていくことを願います。 

そこで、私は久喜市の人権教育推進事業・人権尊重事業の取組みについてお尋ね

します。 

久喜市では、「国連子どもの権利条約３１条」を理解していますか。また、どの

ように受け止め、それに対しての取組みを行なっていますか。 

最後に、久喜おやこげきじょうは久喜市近隣の親子で活動をしています。会員は

皆、我が子はもちろんすべての子ども達が、思い切りの子ども時代を過ごすことが

でき、心豊かに育つことを望んでいます。 

これからも「鑑賞する」、「遊ぶ」、「体験する」、「つながる」活動を通して久喜市

を中心にコミュニケーションの輪を作っていきたいと思っています。どうぞ、より

一層のご支援をお願い申し上げます。私の質問は以上です。 

 

○永園みずき議長 

  中村真須美議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

中村真須美議員のご質問に対してご答弁を申し上げます。 

子どもの権利条約は、平成元年に国際連合で採択をされ、平成２年に国際条約と

して発効されました。我が国では、平成６年にこの条約の批准が行われ、同年より

効力が発生しています。 

この条約の第３１条第１項では、「締約国は、休息及び余暇についての児童の権

利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに

文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。」こと。 

第２項では、 「締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権

利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーショ
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ン及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。」と規定してお

ります。承知を致しております。 

すなわち、子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があ

り、締約国は、その子どもの人権尊重に向けた取り組みを推進する必要があるもの

と理解しております。 

近年、子どもと家庭を取り巻く環境が、核家族化の進行や共働き世帯の増加など

により、大きく変化してきていることがあげられます。 

一方、都市化の進展、個人の価値観やライフスタイルの多様化等によりまして地

域社会における連帯意識が希薄化し、地域における相互扶助機能の低下が指摘され

ております。 

その結果、学校におけるいじめや不登校の児童生徒の増加、家庭における子ども

の虐待など、子どもの人権に関するさまざまな問題が顕在化してきております。 

こうした人権問題に対応するため、学校におきましては、道徳の授業において人

権作文集「えがお」等を活用し、人権感覚を養う教育や、全教職員に対する人権教

育研修等の実施により、いじめや差別をなくしていくことのできる児童・生徒の育

成に努めております。 

また、遊んだり、文化・芸術活動など平等に参加できる取組みとして、一流の文

化芸術団体による優れた舞台芸術を鑑賞する巡回公演と、芸術家による講話や実技

披露、実技指導を受けられる、文化庁の「文化芸術による子供の育成事業」により、

子どもたちの創造力、発想力、コミュニケーション能力を育成する取組みをしてお

ります。 

さらに、すべての子どもを対象として、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を

活用し、安全・安心な子どもの活動拠点（放課後子ども教室）を設け、地域の方々

の参画を得て、子どもたちに勉強やスポ－ツ・文化芸術活動、地域住民との交流活

動等の機会を提供することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やか

に育まれる環境づくりに取り組んでおります。 

 

○永園みずき議長 

以上で、中村真須美議員の質問を打ち切ります。 

次に、坂田幸江議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １４番 坂田幸江議員。   
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〔坂田幸江議員登壇〕 

 

○坂田幸江議員 

１４番 坂田幸江でございます。２０１１年、東日本大震災以来、２０１５年の

常総市の水害、２０１６年の熊本地震など日本各地でさまざまな災害に見舞われて

います。今年も九州地方で豪雨災害がありました。自然の驚異を思い知らされるこ

とが続いています。どこか遠くのことのように思えていた自然災害が、いつ降りか

かってきても不思議ではありません。記録的集中豪雨など、自然の驚異を前に人間

がいかに無力な存在であるか、思い知らされます。自分の命は自分で守れと言われ

ても、自分の身を守るとっさの判断、そして行動に移すことは極めて難しいことで

す。災害に対する知識があり、初めて実際に動けるものだと思います。私たちがど

う行動すれば被害を最小限にとどめることができるのか、減災を目指すことが大切

です。 

そこで、本日は防災対策に関して久喜市での取組みについて質問したいと思いま

す。 

（１）久喜市としては、どのような災害が発生する恐れがあると考えていますか。 

（２）避難指示や避難勧告を発令する基準を教えてください。それを私たちは、

どんな形で知ることができるのでしょう。伝達の方法を教えてください。 

（３）指定避難所の中で、拠点避難所には、防災備蓄品倉庫が設置されていると

聞いています。具体的に、どのようなものが備えられているのですか。私

の住んでいる地域で一番近いのが栗橋小学校です。栗橋小学校には、どの

くらいのものがありますか。 消費期限のあるものについては入れ替えが、

その他の物についても点検が必要になると思われます。久喜市ではどのよ

うな管理をしていますか。 

（４）「減災を目指して」ということから質問します。久喜市も地域の防災対策

のマニュアルが作られています。防災意識を高めるうえで一定の効果があ

ると思いますが、市民に浸透しているかは疑問です。 災害時は、地域住

民同士が互いに助け合う共助が欠かせないものになると思います。久喜市

として、地域防災力を高めるために、どんな取組みが必要だと思われます

か。 

（５）私たち一人ひとりができることは、どんなことでしょう。 

   知識と物を備えることで減災につながります。私たち自身も知識を深め、
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災害に備えたいと思います。 

私の質問は以上でございます。 

 

○永園みずき議長 

  坂田幸江議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

坂田幸江議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

初めに（１）でございます。 

久喜市に被害を及ぼすおそれがある災害でございますが、地震・風水害・突風・

竜巻・雪害などが考えられるところでございます。 

具体的には、首都直下などを震源とする地震や台風による利根川や荒川の氾濫と

いった災害が発生するおそれがあることから、久喜市地域防災計画において、それ

らの災害について対策を定めているところでございます。 

次に（２）でございます。 

避難勧告を発令する基準は、風水害の場合は、時間雨量７０mm を超えるおそれ

があるときや、利根川、江戸川、荒川の各観測地点の水位が「氾濫注意水位」を超

え、「氾濫危険水位」に近づいたときでございます。 

地震の場合は、家屋の倒壊の危険がある場合など、市民に生命の危機が及ぶと認

められるとき等でございます。 

また、避難指示（緊急）を発令する基準は、避難勧告を発令する基準の条件がさ

らに悪化し、避難すべき時期が切迫した場合又は現場に残留者がある場合等でござ

います。 

これらの基準につきましては、いずれも久喜市地域防災計画において定めている

ところでございます。 

なお、市から市民の皆様への伝達方法につきましては、防災行政無線による放送、

広報車による巡回広報、市ホームページ、メール配信サービス等、複数の手段を用

いて周知することとしております。 

また、消防や警察では車両による巡回広報なども行われます。 



31 

 

市民の皆様におかれましては、さらにテレビやラジオなど各種メディアの情報に

も注意していただき、適切な対応をお願いしたいと考えております。 

次に（３）でございます。 

防災備蓄倉庫は、拠点避難所となる市内の小学校２３校全てに設置しております。

その他、市内の全ての中学校をはじめとする補助避難所や指定緊急避難場所等にも

設置し、市内に合計４６棟の防災備蓄倉庫がございます。 

防災備蓄倉庫には、飲料水やアルファ米・クラッカーなどの食料、毛布・使い捨

てトイレなどの生活必需品、マスク・ウェットティッシュなどの日用品、その他発

電機やラジオなどの資機材を備蓄しています。 

栗橋小学校には、アルファ米・クラッカーなどの食料が２，１２０食分、飲料水

として５００ミリリットルペットボトルが３６０本、毛布が４０枚、防災ウェット

タオルが２，０００枚、使い捨てトイレが１００回分、マスクが１００枚、ウェッ

トティッシュ４００枚、発電機１台、ラジオ２台などが備蓄されております。 

飲食料などの消費期限のあるものは、購入年度別に台帳管理をしております。 

なお、消費期限が近くなったものについては、地域の防災訓練等で活用していた

だき、計画的に入れ替えを行っております。 

次に（４）でございます。 

災害発生直後においては、自助はもちろんのこと、地域住民同士による援助、助

け合いなどの共助が重要でございます。 

このことから、地域住民で組織する自主防災組織の設立促進と育成に努めていく

ことが必要であると考えております。 

また、地域の防災力を高めるためには、自らの生命を守るという意識を持ってい

ただくことが必要であることから、学校、事業所、自主防災組織等、市民相互の協

力のもと日頃から訓練を行っていただくことなど、機会を捉えてお願いしてまいり

たいと考えております。 

なお、防災意識の高揚と防災知識の普及啓発を図る観点から、毎年、有識者によ

る防災講演会を実施しております。 

最後に（５）でございます。 

日頃から、地震や洪水被害に備え、家屋の点検や補強を行っていただきたいと存

じます。 

また、災害時における家族との連絡方法を確認しておくとともに、家族での役割

分担や非常用持ち出し品の準備をしておくことも重要であります。 



32 

 

さらに、避難場所への道順を確認しておき、万一避難することとなった場合には、

冷静に状況判断をして安全な避難を心がけていただきますようお願いをいたしま

す。 

 

○永園みずき議長 

以上で、坂田幸江議員の質問を打ち切ります。 

ここで休憩いたします。１０時３０分から再開いたします。 

 

（休憩 午前１０時１３分） 

 

（再開 午前１０時３０分） 

      

○永園みずき議長 

再開いたします。 

次に、小森谷嘉子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １２番 小森谷嘉子議員。   

 

〔小森谷嘉子議員登壇〕 

 

○小森谷嘉子議員 

１２番 小森谷嘉子です。鷲宮総合支所の女性トイレを和式から洋式に改修する

計画について質問いたします。 

久喜市鷲宮では、秋になりますと葛西用水路沿い「コスモスロード」と呼ばれる

両岸に、延べ１０キロメートルにわたり、可憐なコスモスの花が咲き、私たちの心

を和ませてくれます。毎年１０月、第４土・日曜日には「わしのみやコスモスフェ

スタ」というイベントが開催され、コスモスロードでは人力車、コスモスの花摘み、

そして鷲宮総合支所前駐車場周辺では、各種模擬店、カラオケ、その他さまざまな

催しが行われ、多くの観客で賑わいます。その開催中に、私も久喜市商工会女性部

鷲宮支部の一部員として毎年参加させていただき、いがまんじゅう、うどん、そば、

寿司、バザー等販売し盛況に終わります。 

その開催中、総合支所のトイレを使用させていただきますが、毎年高齢者が増え

ている現在、１階のトイレには洋式トイレが少なく思います。 
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また、この洋式トイレには何年も前から「流れを確認してから退出してください」

と記された貼紙が貼ってあります。「流れを確認してから退出してください」と表

示してあるということは、既に改善する段階ではないでしょうか。 

また、年に何回か４階にて高齢者の健康教室が開催されますが、４階も洋式トイ

レが少なく思います。高齢者の多くの方が、安心して快適にするためにはこれを機

にぜひ洋式トイレに改修する必要があると思います。 

そこで、総合支所の女性トイレについて伺います。 

（１）各総合支所の女性トイレの洋式トイレと和式トイレの割合について教えて

下さい。 

（２）鷲宮総合支所の１階から４階までの、それぞれの女性トイレの和式と洋式

の数について、教えて下さい。 

（３）鷲宮総合支所の女性トイレを和式から洋式に改修する計画について、久喜

市ではどのようにお考えでありますか。教えてください。 

私の質問は以上でございます。 

 

○永園みずき議長 

  小森谷嘉子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

小森谷嘉子議員のご質問に対しまして順次ご答弁申上げます。 

はじめに（１）でございます。 

鷲宮総合支所の女性トイレについてですが、全部で１９基設置しておりまして、

そのうち洋式トイレは７基で、率で申し上げますと３６．８％となります。 

和式トイレは、１２基で６３．２％となります。 

続きまして、菖蒲総合支所の女性トイレについてでございますが、全部で１７基

設置でございまして、そのうち洋式トイレは７基、４１．２％でございます。和式

トイレは、１０基で５８．８％でございます。 

続きまして、栗橋総合支所の女性トイレについてですが、全部で８基設置してお

りまして、そのうち洋式トイレは７基で、率で申し上げますと８７．５％でござい
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ます。和式トイレは、１基で１２．５％となります。 

次に（２）でございます。  

鷲宮総合支所１階の女性トイレにつきましては、全部で７基設置しておりまして、

そのうち洋式トイレは２基、和式トイレは５基でございます。 

次に、２階から４階の女性トイレの洋式トイレと和式トイレの設置状況ですが、

各階とも同じですので、その状況を申し上げます。 

各階には、それぞれ３基のトイレが設置されておりまして、そのうち洋式トイレ

は１基、和式トイレは２基でございます。 

次に（３）でございます。 

洋式トイレは、椅子に座るような感覚で、楽な姿勢で使用できること。また、高

齢者や介護が必要な方でも、利用しやすいことから、各家庭や各種施設などに、広

く設置されている状況でございます。 

鷲宮総合支所のトイレの洋式化につきましては、施設の改修等に合わせまして、

進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 

○永園みずき議長 

以上で、小森谷嘉子議員の質問を打ち切ります。 

次に、日比野登美子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ２２番 日比野登美子議員。   

 

〔日比野登美子議員登壇〕 

 

○日比野登美子議員 

２２番 日比野登美子。コミュニティ活動の推進についてお伺いします。 

現在、久喜市におきまして、久喜地区、鷲宮地区、菖蒲地区、栗橋地区の４地区

により、コミュニティ推進協議会が組織され、さらに地域ごとに特色を生かした地

域コミュニティ協議会が実施運営されております。特に鷲宮地区では、市町合併以

前より各小学校区を単位とし、地域に密着したコミュニティ活動が行われ、住民の

方たちに大変喜ばれ、期待されております。地域住民の連帯意識の向上や、地域コ

ミュニティに対する価値観の共有および情報の伝達に関しましては、まずは地域の

実情に密接的な関わりを持っている地区コミュニティ協議会から発信し、市行政と

伝達していくという相互作用の基本的な立場から、大変重要な事であると思います。 
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昨今では、少子高齢化の時代により子ども達の数は年々減少傾向をたどり、また

一方では、高齢化の平均寿命は世界トップクラスと高齢化の比重が増加しているこ

とが現状です。 

このような中で、久喜コミュニティ推進協議会において高齢化が進み、実際的に

は行政区の区長等や役員が兼務して、コミュニティ活動を担っております。 

また、事業を遂行していく中でも支障をきたしているのが現状です。コミュニテ

ィ協議会の発展を存続するために、役員の維持確保にも困難を極めている状況です。

今後の協議会の発展と役割、役員の人員確保等を含め以下の質問をお願いいたしま

す。 

（１）久喜市４地区によりコミュニティ協議会が組織され、地域ごとに運営され 

ておりますが、今後、市行政としてコミュニティ推進協議会についてどの 

ような課題があると思いますか。また新事業も含め、取組みがありまし 

たらお聞かせください。 

（２）コミュニティ推進協議会において、地域住民の最大の交流の場であり行政 

との情報交換の場であると考えられます。しかしながら、行政区とコミュ 

ニティ協議会が一体となっていない部分や、役員の高齢化に伴い役員確保 

が難しく、行政区長・他役員が兼務している状況です。そのため、また逆 

に役員をやめることもできない状況でもあります。選出方法を含め役員確 

保についての考えをお聞きします。 

（３）現在久喜市４地区により特色を生かしたコミュニティ活動が実施されてお 

ります。地域コミュニティの活性化のために、より多くの地域コミュニテ 

ィ活動へ参加されることが望まれますが、参加促進に向けた市の役割・取 

組みについてどのように考えているのかお聞きします。 

以上発表は終わりますが、これを機に、より良いコミュニティ協議会が発展する

ことを望みます。これで終わります。 

 

○永園みずき議長 

  日比野登美子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 
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○田中暄二市長 

日比野登美子議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

本市では、小学校区を単位とした地区コミュニティ協議会の設立を推進しており

まして、平成２９年１０月１日現在、久喜地区に６協議会、栗橋地区に１協議会、

鷲宮地区に５協議会、合計で１２の協議会が設立されております。 

また、地区コミュニティ協議会の設立を推進したり、コミュニティ意識の普及・

啓発を図るため、久喜地区、菖蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区の４地区には、それぞ

れコミュニティ推進協議会が組織されているところでございます。 

さらに、４地区のコミュニティ推進協議会相互の連携を図るため、それぞれの推

進協議会の正・副会長で組織される久喜市コミュニティ推進連絡協議会が組織され

ております。 

市は、これらの協議会と連携しながら、地域のコミュニティ活動の推進を図って

おりますが、協議会との情報共有を図る中で、協議会が抱える様々な課題について

把握に努めているところであります。 

現在、市で把握している協議会の課題といたしましては、一つは、「地域により

組織の作り方や地域活動への考え方に相違があり、地区コミュニティ協議会の設立

が進まない」、また、「コミュニティ協議会の事業を企画・運営する会員が高齢化し、

コミュニティ活動の継続に不安を抱えている」などがあると伺っており、市は、各

地域特有の様々な課題があると認識をいたしております。 

一方、新たな取組みといたしましては、今年度から、学校と地域住民等が力を合

わせて学校の運営に取り組むことができる仕組み、いわゆるコミュニティ・スクー

ルに、市内すべての小・中学校を指定したことに伴い、学校と連携する動きを見せ

る協議会が出てきているところでございます。 

次に（２）でございます。 

コミュニティ協議会に限らず、各種団体におきまして、ご質問者のご指摘のとお

り、役員の確保に苦慮している現状があると認識しております。 

役員の確保には、すぐに解決に結びつくような方策はございませんが、個人、団

体を問わず、コミュニティ協議会の会員を増やしていくことで、コミュニティ協議

会の人材が豊かとなり、最終的には役員の確保にもつながっていくものと考えてお

ります。 

このため、市といたしましては、多くの市民の皆様に地域活動に関心を持っても
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らい、一人でも多くの方に、コミュニティ協議会の会員となっていただけるよう、

市のホームページ等で市民活動団体の活動内容やイベントの周知等を行っている

ところでございます。 

今後につきましては、引き続き、市民活動に関する情報提供の充実を図りながら、

コミュニティ協議会の会員確保への支援に努めてまいりたいと考えております。 

次に（３）でございます。 

コミュニティ活動への参加に向けた市の役割につきましては、久喜市自治基本条

例第２２条におきまして「市の執行機関は、コミュニティ活動に対する必要な支援

を行うよう努めなければならない」と定めております。 

また、久喜市市民活動推進条例に市の具体的な取組みとして、市民活動に対する

財政的支援や市民活動に関する情報提供などを行うことが規定されているところ

でございます。 

地域活動への参加を推進するためには、地域の皆様が、課題や実状について共通

認識を図るとともに、地域でどのような活動が行われているかを知り、地域活動に

参加しようとする機運の醸成を図ることが必要であると考えております。 

このため、市内の様々な分野で地域活動を展開しております、市民団体に関する

情報を市ホームページ等に掲載するとともに、市内１７箇所の公共施設に設置され

た市民活動情報コーナーの活用を進め、市民活動に関する情報提供に努めていると

ころでございまして、今後も、市民活動の情報提供の充実を図り、地域のコミュニ

ティ活動への参加を推進してまいりたいと考えております。 

 

○永園みずき議長 

以上で、日比野登美子議員の質問を打ち切ります。 

次に、斉藤寿子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １３番 斉藤寿子議員。   

 

〔斉藤寿子議員登壇〕 

 

○斉藤寿子議員 

１３番 斉藤寿子と申します。婦人会活動のさらなる充実のために質問をさせて

いただきます。 

私たち婦人会は、長い間、実勢とボランタリーの精神で地域福祉、まちづくり、
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男女共同参画推進に取り組んでいます。さらに子育て支援、青少年健全育成、環境、

食生活、食育、防災、消費者問題、結核予防事業等、幅広い分野で地域の活性化と

暮らしに関わる課題や問題の改善等にも積極的に取り組んでいるところです。具体

的には、地域の花壇に花を植える緑化活動や、道路清掃、地域の安全パトロールを

実施しています。 

また、高齢者の集う「いきいきサロン」は婦人会が中心となり、各地区で行って

います。放課後子ども教室は、久喜小学校、本町小学校、久喜北小学校の３校に立

ち上げから携わり、現在も活動を続けております。 

また、会員は久喜市の附属機関の審議会委員として積極的に会議に参画をしてい

ます。さらに多くの会員は、ゴミゼロ運動や、防災訓練、マラソン大会、人権教育、

運動公園の花植えなど多くの久喜市の事業に参加協力もしています。 

そのような中、近年は高齢化により会員数は年々減少している状況で、会の中で

出来る範囲での会員拡大の取組みはしているところですが、なかなか新規入会者は

増えない現状があります。このままでは、今までのようにさまざまな事業への活動

は衰退してしまうと会員全員が懸念をしているところです。 

そこで、社会教育関係団体と位置づけられる婦人会の組織拡大や活動の維持向上

のために、久喜市としても取り組んでいただきたいと思います。以下をお尋ねいた

します。 

（１）久喜市においての「婦人会活動について」、また「会員構成状況などの現 

状」を久喜市委員会教育長はどのように捉えていますかお伺いします。 

（２）新規会員を増やし会員組織の増強を図る必要があると考えます。会員募集 

に関し、久喜市の広報やホームページなどを利用し活動の様子を掲載し、 

会員募集につながるＰＲをすることは可能でしょうか。お尋ねします。 

（３）各行政区で婦人会会員の募集をしていただくよう、久喜市として働きをし 

ていただけないでしょうか。お尋ねいたします。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○永園みずき議長 

  斉藤寿子議員の質問に対する答弁を求めます。 

教育長。 

 

 〔柿沼光夫教育長登壇〕 
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○柿沼光夫教育長 

斉藤寿子議員の（１）のご質問に対し、私のほうからご答弁申し上げます。 

本市における婦人会活動につきましては、婦人の地位向上と堅実な家庭及び社会

貢献に寄与することを目的に、会員各位のご尽力のもと、男女共同参画の推進、子

育て支援、青少年健全育成など幅広い活動を通じて、地域の活性化やくらしの改善

に努められているものと認識をしております。 

また、市が主催する「地区体育祭」や「人権のつどい」、「久喜マラソン大会」な

ど様々なイベント、放課後子ども教室ゆうゆうプラザなど子どもたちに対する教育

におきましても積極的にご協力をいただくなど、婦人会の皆様には、多くの場面で、

ご活躍をいただいているところでございます。 

次に、本市の婦人会の会員構成状況等の現状についてでございます。現在、本市

には、３つの婦人会連合会がございまして、久喜婦人会連合会は、清久地区・久喜

地区の２団体で、菖蒲町連合婦人会は、三箇地区・小林地区・栢間地区の３団体で、

栗橋連合婦人会は、栗橋地区・伊坂地区・静地区の３団体でそれぞれ構成されてい

るところでございます。   

各団体の皆様からのお話しによりますと、会員数の減少や高齢化などが課題とな

っているとのことでございます。 

教育委員会といたしましては、婦人会活動は、本市の社会教育関係団体として、

生涯学習だけでなく地域福祉を支えるうえで、貴重な活動であると認識しておりま

すことから、引き続き、補助金の交付や広報紙による周知、公共施設へのチラシ、

ポスターの掲出など、婦人会の会員の確保や組織の拡大、活動の維持向上のための

支援を行ってまいりたいと考えております。 

 

○永園みずき議長 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

斉藤寿子議員のご質問のうち（２）（３）のご質問につきまして、私から順次ご

答弁申し上げます。 
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はじめに（２）でございます。 

婦人会は、環境美化や清掃活動、地域の安全を守る活動など、住みよい地域づく

りのための活動や子どもから高齢者まで幅広い世代の方々との交流などを行って

いる団体と認識をいたしております。 

本市では、社会貢献を目的とした自主的活動に取り組む市民の皆様の活動内容や

イベント情報を、市のホームページに掲載し、紹介しております。 

また、市のホームページに市民活動団体として掲載された団体の会員募集につき

ましても、広報紙に掲載することができますので、ご活用いただきたいと存じます。 

次に（３）でございます。 

市では、久喜市自治行政運営要綱を定め、市行政を円滑に推進するため、区長を

委嘱し、担当する区域の住民と市との連絡調整を担っていただいておるところでご

ざいます。 

区長の業務は、市行政の連絡調整に関することといたしまして、広報及びチラシ

を配布していただくほか、環境衛生に関することや交通安全、防犯・防災に関する

こと、社会福祉事業に関することなど幅広い活動を担っていただいているところで

ございます。 

このように、区長の職務は、住民と市との連絡調整や担当する区域内の住民の福

祉増進に関することなどとなっておりますことから、婦人会に限らず個々の団体の

会員募集について、区長にお願いすることは、難しいものと考えております。 

婦人会の会員の皆様お一人おひとりが、地域を担い、互いに支えあいながら地域

課題を的確に捉え、具体的な実践活動を長年にわたり積み上げてこられましたこと

につきましては、大変心強く、ありがたく存じておるところでございます。 

今後とも様々な活動を継続していただき、人と人とのふれあいや交流、誰もが安

心していきいきと暮らせる安全・安心の地域づくりなどに、取り組んでいただきま

すことを、ご期待申し上げております。 

 

○永園みずき議長 

以上で、斉藤寿子議員の質問を打ち切ります。 

次に、折原優夏議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ５番 折原優夏議員。   

 

〔折原優夏議員登壇〕 
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○折原優夏議員 

５番 折原優夏です。 

私は生まれてから現在まで１７年間久喜市で生活していますが、久喜市民である

ことに誇りを持っています。高校生になった現在では鷲宮高等学校で勉学に勤しみ、

久喜市を支える次世代の担い手になれるよう努力しています。質問をさせていただ

く前に、今回の質問のきっかけになった経緯についてお話しさせていただきます。 

私の父、そして祖母は兼業農家をしております。そのため、農業を手伝うことが

多く近所の方も農業に従事をしていることで、一般の高校生より農業に関わる機会

が多い中で、久喜市の農業に関する施策が気になりました。 

近年、少子高齢化が進む中、久喜市も例外ではなく農業従事者の高齢化も進んで

いるように感じます。 

実際に調べてみたところ、高齢化が進み農家が減少していること、また、新しく

農業を始める人も減少していることが分かりました。そこで、久喜市の農業振興策

への取組みについてお尋ねします。 

（１）農家戸数は、現在も減少し続けていますか。 

（２）市全体として、農業振興策が行なわれているのであれば、どのような対 

策が行なわれていて、もし対策をされていないのであれば、どのような 

対策をする予定ですか。 

（３）農業振興地域の見直しは考えていますか。 

私の質問は以上です。今回はこのような機会をいただきありがとうございました。 

 

○永園みずき議長 

  折原優夏議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

折原優夏議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに、本市の農業につきまして、関心を持っていただきましてありがとうご

ざいます。（１）のご質問でございます。 
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農家数につきましては、国が農林業の現状と変化を捉えるため、５年ごとに調査

を実施しております「農林業センサス」の統計によりお答えをいたします。 

農林業センサスにおける本市の農家数は、平成１７年が３，３１９戸、平成２２

年が３，０４８戸、平成２７年が２，６９９戸となっておりまして、減少傾向とな

っております。 

次に（２）でございます。 

本市は、梨、いちご、米等の産地でございまして、特に、梨につきましては、埼

玉県で第１位の栽培面積を誇る、久喜市の特産物でございます。 

このような地域資源を生かし、「魅力ある地域社会を目指すとともに、農業の持

続的な発展を図ること」を基本理念といたしまして、平成２５年１２月に「久喜市

農業基本条例」を制定したところでございます。 

さらには、条例に掲げている基本理念の実現に向け、農業施策を総合的かつ計画

的に推進するため、平成２８年３月に、「久喜市農業農村基本計画」を策定いたし

ました。 

この基本計画では、農業の生産基盤である農地の保全と有効活用、農業の担い手

の確保・育成や、地域特産物の振興・開発、さらには、環境保全型農業の推進など

を基本的施策と位置づけ、各種施策に取り組んでいるところでございます。 

特に、農家数の減少による遊休農地の増加や農業後継者の確保は、久喜市の大き

な課題の一つでございまして、その課題に対する施策が大変重要であると考えてお

ります。 

このことから、「人と農地の問題」を一体的に解決するため、意欲ある地域の担

い手の方へ農地を集める事業、あるいは新たな人材の確保のため、これから農業を

始めようとする方を支援する事業や、安定的な農業経営ができるよう、新たに農業

に従事した方を支援する事業などを積極的に取り組んでいるところでございます。 

今後も、農業を本市の基幹産業として育むことができるよう、農業農村基本計画

に基づき、さまざまな施策を実施してまいりたいと考えております。 

次に（３）でございます。 

農地は、農業生産にとって最も基礎的な資源であるとともに、大雨時に雨水を貯

留することによる洪水などの水害の防止、多様な生き物を育む自然環境の保全、良

好な景観の形成など、多くの役割を果たしています。 

農業振興地域につきましては、農地の維持・保全及び農業の健全な発展を図るた

め、土地利用の動向、地域の人口や産業の将来の見通し等を考慮し、総合的に農業
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の振興を図るべき地域として指定しているものでございます。 

本市では、農業振興地域に指定された区域内の農地利用に関する計画を定めた

「久喜市農業振興地域整備計画」を策定しております。 

この計画に基づき、集団的に農地が存在する地域や、土地改良事業により整備さ

れた地域など、いわゆる優良農地を維持・保全し、その有効活用が図られるよう努

めているところであります。 

このような中、圏央道（首都圏中央連絡自動車道）が埼玉県内で全線開通をしま

して、本市にはインターチェンジがあることから、工業団地など産業的土地利用の

需用も高まっているところでもございます。 

そのため、農業振興地域の見直しにつきましては、久喜市総合振興計画や都市計

画マスタープランにおける土地利用計画との整合を図り、今後検討してまいりたい

と考えております。 

 

○永園みずき議長 

以上で、折原優夏議員の質問を打ち切ります。 

次に、高木美香議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １７番 高木美香議員。   

 

〔高木美香議員登壇〕 

 

○高木美香議員 

１７番 高木美香です。久喜市の特別支援学級の取組みについて質問します。 

  私の子どもはダウン症で知的障がいがあります。市内中学校の特別支援学級に通

っています。小さい頃は心臓や腸の手術を４回もして病気がちでしたが、地域の皆

様の温かいご支援のおかげで、今ではスイミングやランニングが趣味の元気な１５

歳の男の子に育っています。中学校でも日頃から熱心にご指導いただいております

が、一年ごとに担任が代わってしまうのが悩みです。新任の先生や特別支援の資格

を持っていない先生が配属されることも多いです。 

また、担任と副担任が同時に代わったこともあります。親の立場からすると、慣

れ親しんだ担任、副担任が頻繁に代わるのはせっかく慣れたのに、また一から信頼

関係のやり直しをすることになります。障がいのある子どもにさらに負担がかかり

ストレスになります。できることならば、経験のある熱心にご指導いただける先生
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に長期的に見てもらいたいと思います。特別支援学級の取組みについて質問します。 

（１）市内のすべての小中学校に特別支援学級はありますか。親としては、障が 

いの軽い、重いに関わらず、地元の子ども達と一緒の学校で過ごさせてあ 

げたいと思っている方も多いと思います。特別支援学級のない学校で特別 

支援を希望すれば設置ができますか。 

（２）きめ細やかな支援のために、有資格者や経験者の配置をお願いしたいが、 

先生の配置はどのように行っていますか。また、特別支援学級への市の取 

組みはどのようになっていますか。 

（３）個別支援計画は、それぞれの児童生徒につくられ、計画に基づいて支援が 

行われていると聞いています。しかし、保護者として計画書を見たことが 

なかったのですが最近教育委員会の指導があったようで開示されました。 

希望する、しないに関わらず保護者に個別支援計画が開示されるべきと思 

いますが、個別支援計画の扱いはどのようになっていますか。 

（４）特別支援コーディネーターがいるはずですが、どのような役割をしていま 

すか。 

（５）放課後児童デイサービスを利用している方が多いと思いますが、障がい児 

のためには連携体制をとっていただくことが必要だと思います。連携体制 

をどのように行っていますか。 

最後になりますが、障がいのある、なしに関わらず、未来のあるすべての子ども 

達に、適切で久喜市ならではの特色がある、素晴らしい教育が受けられるように願

っております。これからもご指導をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

○永園みずき議長 

  高木美香議員の質問に対する答弁を求めます。 

教育長。 

 

 〔柿沼光夫教育長登壇〕 

      

○柿沼教育長 

  高木美香議員のご質問に対し、私から（１）から（４）まで順次ご答弁申し上げ

ます。 

はじめに（１）でございます。 
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市内の特別支援学級の設置状況ですが、現在、市内２３小学校のうち２２校に、 

１１中学校のうち９校に設置されております。特別支援学級の設置については、障が

いのあるお子様に対する就学支援委員会の審査結果をもとに、保護者のご意向を確認

し、学校からの申請を受け、教育委員会において設置を判断しています。その際、子

どもたちがよりよい環境の中で教育が受けられるように、ここ数年、学級を増やして

きましたが、今後も設置については前向きに検討してまいります。 

 次に（２）でございます。 

障がいのある子どもの教育について国は、障がいの種類に応じて特別な場で、きめ細

かい教育に重点を置いた「特殊教育」から、障がいのある児童生徒の自立や社会参加

に向けた主体的な支援を行う「特別支援教育」に変更しました。 

この変更により、通常の学級に在籍する発達に障がいのある子どもも特別支援教育

の対象になり、特別支援学級の設置を促進することとなりました。これらのことによ

り、全国的に特別支援学級の設置が急増し、特別支援教育の有資格者が極端に不足す

る状況となりました。 

さらに、本県では、大量退職時期と重なり経験豊かな教員が少なくなっている現状

であります。 

そこで、教育委員会では、障がいのある子どもに対する教員の指導力を向上させる

ための研修を実施するとともに、昨年度から「特別支援教育指導員」を採用し、学校

を巡回して特別支援教育担当者の指導を行っています。また、各学校では、特別支援

教育コーディネーターを中心に、学校全体で特別支援教育に取り組む体制づくりを進

めています。 

次に（３）でございます。 

「個別の教育支援計画」とは、乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立っ

て、教育、医療、保健、福祉、労働等の関係機関が連携して、障がいのある子ども一

人ひとりのニーズに対応した支援を効果的に実施するための計画です。この作成につ

いては、保護者との合意形成をすることとなっております。「個別の教育支援計画」を

学年が変わったときの引継ぎや教職員間の連携に活用することで、本人や保護者のニ

ーズが、担任だけでなく学年、学校全体で共有でき、関係機関との連携にも有効であ

ります。 

また、この活用により、一人ひとりの児童生徒のニーズに合う充実した授業が展開

できるなどのメリットがあります。教育委員会では、この「個別の教育支援計画」の

記入上の注意点等、記入例を提示しながら具体的な取り扱いについて研修会を実施し
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ております。しかしながら、作成が遅れ、保護者との面談を未実施の学校がございま

したので、早急に保護者との合意形成を図るように指導したところです。 

今後は、「個別の教育支援計画」を活用し、児童生徒一人ひとりのニーズに合った支

援ができるよう、指導の徹底を図ってまいります。 

次に（４）でございます。 

特別支援教育コーディネーターは、特別支援学級のあるなしにかかわらず、市内す

べての学校に配置しております。主な役割といたしましては、保護者や医療・福祉な

ど、関係機関に対する学校の相談窓口となることや学校内外との連絡調整を構築する

こと、また校内の特別支援教育の充実を図ることなどが期待されております。 

そこで、教育委員会では障がいについての知識やカウンセリング技能、アセスメン

トの技能等の力をつけるため、研修会を実施し、特別支援教育コーディネーターの指

導力の向上に努めてまいります。 

 

○永園みずき議長 

 市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

  それでは、高木美香議員の（５）につきまして私からご答弁申し上げます。 

  子どもの発達支援には、保護者や学校をはじめとする様々な関係者が関与してお

りまして、それらの関係者が密に連携し、情報を共有することは、子どもに対する

より良い支援に繋がるものと考えております。 

放課後等デイサービスは、支援を必要とする障がいのある子どもに対して、創作

活動や余暇を提供することで、学校や家庭とは異なる体験等を通じ、個々の子ども

の状況に応じた発達支援を行うもので、その利用に当たっては、相談支援専門員が

サービス利用に関するプランをたてる必要がございます。 

このため、相談支援専門員は、プランの作成に当たり、適切な支援が行われるよ

う、保護者の同意の下、学校の先生から、子どもの様子や生活状況、学習の取組み

等の情報を収集しているところでございます。 

今後につきましても、保護者、学校及び事業所等の関係機関において、一層の連

携が図られるよう、努めてまいります。 
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○永園みずき議長 

以上で、高木美香議員の質問を打ち切ります。 

次に、武井加奈子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １８番 武井加奈子議員。   

 

〔武井加奈子議員登壇〕 

 

○武井加奈子議員 

１８番 武井加奈子です。久喜市の農作放棄地について質問いたします。 

全国的に農作放棄地の増加が取り沙汰されるようになって久しいように感じま

す。特に都市部や住宅地では、街の景観を損ねたり、雑草の花粉による花粉症の悪

化や、害虫の発生など社会問題にもなっています。 

現在の久喜市でもこれらのような問題が起きており、近隣住民からの苦情もよく

耳にします。 

ここで３枚の写真を提示したいと思います。カラーコピーで見にくいかと存じま

すがご了承願います。 

まず１枚目ですが、こちらは良く手入れされている土地です。こちらも農作放棄

地ですが、２～３ヶ月ごとに一度草刈をされており、夏はヒマワリ、秋はコスモス

などを植えて、お花畑のようにし、道行く人を楽しませてくれています。こちらは

９月中旬頃の写真です。 

次に２枚目です。こちらは、とてもひどい土地です。こちらも９月下旬頃の写真

です。何年も手入れがされておらず、既に農地の面影は見られません。この土地か

らは、夏は害虫が、秋にはブタクサの花粉や雑草の種子が庭に入り込み、大変迷惑

しております。 

こちら３枚目になりますが、こちら夏場、毎日のように塀をつたって入ってくる

害虫の写真です。このように虫が入ってきます。 

このように同じ農作放棄地でも、所有者のモラルによって大きな差があります。

これらのことから、久喜市の農作放棄地を減らすための取組みについて伺います。 

（１）現在、久喜市にどの程度の農作放棄地があるのか、また周辺にどのよう 

  な被害を及ぼしているのか把握しておりますか。 

（２）現在、久喜市では農作放棄地について、土地の所有者にどのような働き 
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   かけをしていますか。 

（３）農作放棄地が調整区域の場合、個人での処分が難しいと思われますが、 

   久喜市ではどのような対策をとっていますか。 

私の質問は以上です。 

 

○永園みずき議長 

  武井加奈子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

武井加奈子議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

本市では、毎年、農作物の作付けを行なっていない市内の遊休農地について、調

査を実施しています。 

平成２８年度の調査によりますと、遊休農地は約７０ヘクタールで、市内の全農

地面積３,４５３ヘクタールの約２％となっています。 

遊休農地が発生する主な原因といたしましては、高齢化による農業従事者の減少

や労働力不足、農業経営の新たな担い手不足などにより、農地を維持管理すること

が難しくなっていること、また、農地の相続人が農業のできない非農家であること

や、遠方の市外居住者である事例も増加していることなどによるものと考えており

ます。 

遊休農地は、病害虫や雑草の発生原因となっており、周囲の農作物や農地まで同

様の被害を広げるとともに、ゴミの不法投棄を招いたり、高く伸びた雑草が見通し

を悪くするなど、防犯や交通安全などの生活環境にも影響をもたらしているところ

でございます。 

また、一度遊休農地化してしまうと、耕作可能な農地に復元するのは容易ではな

く、農地の適正利用の妨げにもなると考えております。 

次に（２）でございます。 

本市では、農地の適正利用や、農業の担い手に対する支援などを行うため、農業

委員を各地域に配置しております。 
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さらに、平成２８年度の農業委員会制度の改正により、農地利用最適化推進委員

が新設され、農業委員とともに活動しております。 

この農業委員及び農地利用最適化推進委員は、遊休農地の解消や発生防止活動に

も取り組んでおり、遊休農地などを把握するための農地パトロールを行っておりま

す。 

この農地パトロールの結果、遊休農地と判断された農地の所有者に対しては、除

草などを行い、すぐに耕作が再開できる状態にするよう、通知や訪問により指導を

しております。 

さらに、土地所有者が自ら除草できない場合につきましては、関係各課と連携を

し、除草業者の紹介を行っております。 

また、その農地の貸し付けを希望する場合には、関係機関と連携し借主を見つけ、

紹介するなどの事業も行っております。 

次に（３）でございます。 

農地につきましては、農業委員会の許可を受けなければ、農地の売買や貸し借り、

農地以外への転用などはできないところでございます。 

農家などから所有する農地を管理できないため、貸したい、もしくは売りたいと

いった相談を受けた場合には、農業委員や農地利用最適化推進委員を通じて、耕作

していただける農家の方を探していただくなど、遊休農地の発生を未然に防いでい

るところでございます。 

そのような中、埼玉県では、安心で安定した農地の貸し借りを行なえるよう、貸

し借りを仲介する農地中間管理機構を設置いたしております。この農地中間管理機

構が行う仲介事業は、比較的大きな農地を農業の担い手に貸し出すなど、農地の有

効利用に活用できます。 

したがいまして、本市といたしましては、農地中間管理機構の積極的な活用も推

進し、農地の有効的な利用を進めているところでございます。 

 

○永園みずき議長 

以上で、武井加奈子議員の質問を打ち切ります。 

ここで、休憩いたします。午後は１時から再開いたします。 

 

（休憩 午前１１時２８分） 
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（再開 午後１時００分） 

 

○折原優夏副議長 

再開いたします。議長を交代いたします。 

私は、２０１７久喜市いきいき女性議会の副議長となりました折原優夏でござい

ます。永園議長の後を引き継ぎまして、午後の議長を務めさせていただきます。皆

様のご協力をよろしくお願いいたします。 

午前中に引き続きまして、市政に対する質問をお受けいたします。 

木伏幸江議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ８番 木伏幸江議員。   

 

〔木伏幸江議員登壇〕 

 

○木伏幸江議員 

８番 木伏幸江です。 

私は昭和５９年から、久喜市の母子愛育班の一員となり、現在に至るまで活動し

ております。愛育班とは、日本の母と子の保健と福祉のためにと、昭和９年に恩賜

財団母子愛育会が設立されたことに始まります。昭和１９年には全ての県に愛育班

が設置され、戦後の混乱期を経て、昭和３１年からユニセフミルクの配給を愛育班

が担当するようになったという歴史があります。今では愛育班活動も、乳幼児期の

みならずに高齢者まで地域の人々全ての健康づくりに関わるようになっておりま

す。乳幼児に関しては、保健センターにおける健康診査に協力し、測定結果を母子

手帳やカルテに記帳することや、離乳食作りを学ぶお母さんのために、別室で赤ち

ゃんのお世話をしたりと、縁の下の力持ち的仕事もしております。 

その他にも四季折々のイベント開催、ひな祭りや七夕、はいはいよちよち運動会、

クリスマスなど、毎回３０組の親子が参加、これは市の広報による募集で、応募者

が多い時には先着順となります。 

最近、特に人気なのは、クリスマスの催しで愛育班のご主人が、サンタさんにな

って登場してくれることにより、催しの後、サンタさんと写真を撮る親子が列をな

すほどです。 

また、高齢者に関しては、保健センターまで出向かずとも、地元で血圧測定や、

体脂肪測定ができる取組みもしております。私の住む久喜中央１丁目では、愛宕神
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社隣の愛宕会館において昭和６１年から月１回、保健師さんに来ていただいて高齢

者の受診を呼びかけてきました。その効果は大きく、受診者同士のサロンのような

和やかさと、気軽に保健師さんに健康相談できるというメリットがあり、３０年以

上に及ぶ活動となっております。 

このような活動を続けてきた中で、感じられるのは少子化問題です。児童センタ

ーにおける育児教室にも関わってきましたが、参加する母子の数が目に見えて減っ

てきています。以前は抽選ではずれる親子もありましたので、募集定員に満たない

現況はとても気がかりです。長年愛育班活動に携わってきましたが、今、懸念され

ていますことは、乳幼児健康相談や育児教室、その他諸々の場に来られない親子の

存在です。 

そこで久喜市の子育て支援の取組みについて伺いたいと思います。 

（１）父子家庭、母子家庭の世帯数は、把握されているのでしょうか。 

（２）それらの世帯に関しては、どのような支援がされているのでしょうか。 

（３）また、これから結婚し、久喜市で子育てをと考える方たちに対し、保育 

園などの環境はいかがなものでしょうか。 

以上が私の質問です。よろしくお願いいたします。 

 

○折原優夏副議長 

  木伏幸江議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

木伏幸江議員のご質問に対しまして順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

父子家庭、母子家庭の世帯数でございます。ひとり親家庭等で市が支援を行って

いる一定の所得額未満の児童扶養手当の受給資格世帯数で申し上げます。  

平成２９年９月１日現在、父子家庭が５１世帯、母子家庭が１，０７７世帯、そ

の他の養育者世帯が１０世帯、合計１，１３８世帯となっています。 

次に（２）でございます。 

市が行っている、ひとり親家庭等を支援する事業として、児童扶養手当給付事業、
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ひとり親家庭等医療費支給事業及びひとり親家庭自立支援事業がございます。 

まず、児童扶養手当給付事業につきましては、ひとり親家庭等の養育者に対し、

生活の安定や子どもの福祉の増進を目的として、子どもが原則１８歳に達した日の

属する年度の末日まで、児童扶養手当を支給するものでございます。 

なお、手当の額につきましては、扶養する児童の数、また所得状況により異なっ

ております。 

次に、ひとり親家庭等医療費支給事業につきましては、原則１８歳に達した日の

属する年度の末日までの児童と養育者の医療費のうち、保険適用後の一部負担金及

び入院時の食事療養標準負担額を助成する制度でございます。 

次に、ひとり親家庭自立支援事業につきましては、自立支援教育訓練給付金事業

及び高等職業訓練促進給付金事業がございます。 

自立支援教育訓練給付金事業につきましては、就労のための知識や技能を身につ

けるため、雇用保険法で定める教育訓練として、簿記・経理講座、医療事務講座や

パソコン講座などを受講し修了した場合に、２０万円を限度として、受講経費の６

０％を支給する制度でございます。 

また、高等職業訓練促進給付金事業につきましては、看護師、介護福祉士、保育

士などの資格を取得するために、養成機関で１年以上修業する場合に、３年間を限

度として、市民税非課税世帯の方には月額１０万円、課税世帯の方には月額７万５

００円を支給する制度でございます。 

これらの事業の他にも、それぞれ対象要件は異なりますが、埼玉県が実施する「母

子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付」や埼玉県社会福祉協議会が実施する「ひとり

親家庭高等職業訓練促進資金貸付」などがございます。 

次に（３）でございます。 

近年、共働き世帯の増加や女性の活躍の推進により、女性の就業率は伸びており

まして、育児休業からの職場復帰など、低年齢児からの保育所等の入所希望が増え

ております。 

このようなことから、毎年度４月１日現在を基準とする本市の保育所等利用待機

児童につきましては、平成２７年度までは待機児童は０でございましたところでご

ざいますが、平成２８年度では、１歳児１３人、平成２９年度では、１歳児から３

歳児まで、合わせて４０人の待機児童数となっておりまして、低年齢児の受入れが

難しい状況にあります。 

本市におきましては、今年４月から、ＪＲ東鷲宮駅前東鷲宮保育園を開設したほ
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か、来年度には栗橋地区におきまして、幼稚園型認定こども園から幼保連携型認定

こども園に移行するなど、保育所等入所定員の拡大を図っているところであり、引

き続き、保育需要に応じた施設整備の推進に努めてまいります。 

また、本市では、その他の子育て支援策として、会員相互によるお子様のお預か

りや、幼稚園・保育所等への送迎などの支援を行うファミリー・サポート・センタ

ー事業を実施しているほか、子育て中の親子の交流や遊び場の提供と、保護者から

の子育ての相談に応じる地域子育て支援センターの運営を行っております。 

さらには、中学校卒業までの子どもを対象に、通院・入院に係る医療費の自己負

担分を支給する子ども医療費支給事業を実施し、子育て家庭への経済的負担の軽減

に努めております。 

今後につきましても、これから結婚し、子育てをされる方たちにとりまして、よ

り良い保育環境、子育て環境となりますように、各種施策の充実に努めてまいりま

す。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、木伏幸江議員の質問を打ち切ります。 

次に、清野芳子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ９番 清野芳子議員。   

 

〔清野芳子議員登壇〕 

 

○清野芳子議員 

９番 清野芳子です。少し質問の前にお話をさせていただきます。 

私は、学校栄養士として鷲宮、栗橋、宮代と勤務して、その後、栄養教諭を育て

る新座市にあります大学に長年勤めておりました。その後に、久喜市食生活改善推

進員協議会に入り、今に至っています。 

学校給食は、栄養教諭が増えることによって、食育の指導がだいぶ充実してまい

りました。それはだいぶ実感しています。学校給食の大切なことは、献立を教材化

して、関連教科と連携した指導をすること、成長期の体作りに望ましい食材の使用

をすること、食物アレルギー食の対応をする、地場産物の使用とか衛生的で安全な

食事を作る、家庭との連携など、たくさんあります。学校給食はやることがいっぱ

いありますが主なものを挙げてみました。久喜市の栄養士会でもそのようなことを
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やっているとは聞いております。 

また、学校給食の方式についてなんですが、方式にもいろいろな形態がありまし

て、私以前に学校給食の審議委員もやったことがあるのですが、その時のお話合い

では、給食センターになるというようなお話しを結論づけたことを覚えています。

その給食センターですが、色々な方式のなかで久喜市は全面委託ということもあり

まして、鷲宮と栗橋と菖蒲というのは栄養教諭がいまして、学校を巡回して栄養指

導、食育指導などをやっております。 

しかし、久喜市には教育委員会に１人の栄養士で久喜のもとの町はたくさん学校

がある中でどのくらい指導しているかは分かっていません。 

そういう中で、食育の取組みというのは、子どもたちは皆同じですので、久喜市

の子どもたち全員に同じような食育の指導ができるといいなと私は考えています。 

そこで、質問に入っていくわけですが、久喜市の学校給食の委託、全面委託と委

託とあるのですが、 

（１）久喜地区の小中学校の給食をやっている全農食品と栗橋の中学校の給食を 

やっている行田給食センターは全面委託です。それのメリットとデメリッ 

トがあったら教えていただきたいと思います。 

（２）私が勤めたことのある宮代町、隣町なのですが、学校給食の施設の建物は 

町で建てて、中は委託でした。そのことによって、栄養教諭や栄養職員が 

取れたということもあります。久喜市は、前と違って今度は建物だけ市で 

建てて、久喜市立という考えがあるかどうかをお伺いしたいと思います。 

私の質問は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○折原優夏副議長 

  清野芳子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

清野芳子議員のご質問に対して順次お答えをいたします。 

はじめに（１）でございます。 

本市の学校給食は、合併前の旧１市３町の調理施設や運営方法を継承してきてお
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りまして、現在も４地区で異なる方法で提供しております。 

久喜地区では、民間の調理施設である全国農協食品株式会社久喜事業所に、給食

の調理業務や学校への配送業務等を全て委託する方法で、地区内の全小・中学校１

４校に給食を提供しています。 

菖蒲地区では、市立の菖蒲学校給食センターにおいて、調理・配送業務等を委託

する方法で、地区内の全小・中学校７校に給食を提供しています。 

栗橋地区でございますが、栗橋西小学校及び栗橋小学校については、学校内に併

設された給食調理室において、調理業務を委託する方法で、給食を提供しておりま

す。 

栗橋南小学校については、市立の鷲宮第２学校給食センターにおいて、市が直営

で調理を行い、配送業務は委託する方法で、給食の提供をいたしております。 

また、栗橋東中学校及び栗橋西中学校については、行田市にあります民間の調理

施設である協同組合行田福祉センターに、調理・配送業務を委託する方法で、給食

を提供しております。 

鷲宮地区では、市立の鷲宮第１学校給食センター及び鷲宮第２学校給食センター

において、市が直営で調理・配送を行う方法で、地区内の全小・中学校８校に給食

を提供しております。 

ご質問にございます、民設民営のいわゆる施設・設備を含めた全面委託方式のメ

リットといたしましては、民間の施設を活用するため、久喜市では、給食調理施設

を整備する必要がなく、用地の取得や施設の建設といった初期投資が発生しないこ

と。また、施設の維持管理業務が不要になること。調理員等の人材確保を含め、業

務の全般を委託するため、運営に関する事務の軽減が図られることなどが挙げられ

ます。 

一方、デメリットといたしましては、民間事業者が行う設備投資の費用が、業務

委託料の中に含まれるため、委託料が高額になること。また、献立作成や食育指導

等を行う学校栄養職員や栄養教諭が埼玉県から配置されないことなどが挙げられ

ます。 

次に（２）でございます。 

現在、本市では、市内の全小・中学校３４校に対して、先ほど申し上げました７

つの給食調理施設から、１日あたり合計で１２,０００食の給食を提供しておりま

す。 

これらの中には今年で建築から４３年が経過した鷲宮第１学校給食センターを
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はじめ、多くの施設が老朽化しており、早急な建替えが必要となっている状況がご

ざいます。 

また、平成２６年に策定した「久喜市における学校給食基本方針」では、民設民

営の委託方式の調理場は、順次、公設の施設に移行することを示すとともに、児童

生徒や保護者の皆様などからは、献立や食器など給食の内容を市内で統一して欲し

いといったご要望も寄せられております。 

このようなことから、教育委員会では、これらの状況を総合的に勘案し、本市の

学校給食における課題の解消を図るため、平成２９年１月に、公募の市民やＰＴＡ

の代表等で組織される「久喜市学校給食審議会」に対しまして、既存の学校給食調

理施設に代わる新たな学校給食センターの整備についてお諮りし、ご審議をいただ

きました。 

同審議会では、委員の皆様に様々なご意見やご提案をお伺いしながら慎重に審議

を重ねていただいた結果、「新学校給食センターの設置場所は、東京理科大学跡地

とすること。」、「規模は、市内全小・中学校を対象とする１日あたり１２,０００食

とすること。」、「調理・配送業務等は、委託とすること。」、さらに、新学校給食セ

ンターの整備にあたり基本的事項を定めた「新学校給食センター整備基本計画案」

について、答申をいただきました。 

この計画案は、その後、教育委員会において、正式に決定いたしまして、現在、

同計画に基づき、施設の整備を進めているところでございます。 

新学校給食センターは、ご質問にございますとおり、本市が建設・整備を行う公

設の施設でございますが、調理業務や配送業務等につきましては、民間事業者のノ

ウハウを活かした効率的な運営が行えるよう、業務委託により実施する予定でござ

います。 

また、新学校給食センターでは、徹底した衛生管理のもと、最新の調理機器を導

入し、経験や実績が豊富な調理業者を選定いたしまして、これまで以上に、安全で

安心なおいしい学校給食を、将来にわたって安定的に提供してまいりたいと考えて

おります。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、清野芳子議員の質問を打ち切ります。 

次に、中原君江議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ２０番 中原君江議員。   
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〔中原君江議員登壇〕 

 

○中原君江議員 

２０番 中原君江です。私の質問といたしましては、地域コミュニティの場の整

備についてをお伺いしたいと思っております。 

私も久喜市に生まれ育って７０年。子育ては、おばあちゃんに任せっきりで、仕

事仕事でやってまいりまして、やっと地域のほうにご協力ができる年代になってき

たら、もう７０歳になっておりました。 

そんな中で、私の環境はここの市役所はじめ県立図書館、あるいはちょっと離れ

たところでは、総合運動公園、体育館等々あるわけですけれども、そんな中でおそ

らく公園がなかったのに気がついたのは、この女性議会に参加しないかというお話

をいただいた時、周りを見回したときに、「子育て中のママたちが子どもを安心し

て遊ばせられる公園が私の身の回りでは一つもなかったな」と気づかされたのが現

状です。特にまた、今日の質問をさせていただく農村センターですが、この農村セ

ンターは公民館の施設も兼ね備えた施設でして、もう築何年経っているか分かりま

せんが、老朽化が進み、雨漏りがし、いろいろなイベント、卓球ですとかいろいろ

なイベントでお使いいただいているようですけど、今年の公民館まつりにつきまし

ては、残念なことに江面農村センターでは開催できない、館長さんの判断によりま

して中央公民館での開催になったようです。「江面の文化を、なんで街の方の公民

館で開催しなくちゃならないんだ」という、昨日、江面地区の区長会と民生委員と

の会合がありました中で、大変今までの市役所の対応につきまして厳しいご意見を

頂戴したところです。 

そんな中で、質問させていただきたいと思いますが、民生委員の会合も公民館を

使わせていただいてないんです。お隣の農協の施設の会議室を借りて、もう何十年

となく開催してきておりまして、私も引き続きそのような形で農協を利用させてい

ただいているわけですが、公民館が新たに新設されればそちらの方を利用して、定

例会のほうも開催してまいりたいと思っておりますので、お伺いさせていただきた

いと思います。 

（１）久喜市では、南公民館の実態をどこまで把握しているのでしょうか。 

（２）南公民館の改修もしくは建替え等、今後予定されておるのでしょうか 

（３）公民館が担う地域としての役割について、久喜市としてはどのようにお 
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考えでしょうか。 

（４）私としては地域のコミュニティを育む場として、公民館と公園など総合 

的施設が市内各地区に設置されることを要望しております。今後ますま 

す高齢化が進み、孤立や引きこもりのお年寄りが多くなると思いますが、 

それらの防止と、子育て中のママたちが、先ほど申し上げましたが安心 

して子供を遊ばせる公園等も設置していただいたなかで、地域住民との 

一体となった憩いの場として活用出来るのではないかと思っております。 

市のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

 

○折原優夏副議長 

  中原君江議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

  中原君江議員のご質問に対しまして、私からは（１）（２）（４）について順次ご

答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

  農村センターにつきましては、昭和５３年に建築され、建築後３８年が経過して

おります。 

  その間、利用者の利便性を考慮し、トイレ改修など小規模な修繕等をその都度実

施してきたところでございます。 

  最近では、エアコンや照明器具などの設備に不具合が生じているほか、建物の経

年劣化によります原因が特定できない雨漏りも発生している状況でございます。 

  次に（２）でございます。 

   南公民館の建て替えに関しましては、平成２０年２月に、江面地区区長会会長ほ

か５６名の連署により、「江面地区にコミュニティセンター（南公民館）の早期建設

を求める陳情書」を、また、平成２５年７月には、江面地区区長会の区長１０人の

連署で、「南公民館とコミュニティセンターとの複合施設の早期建設について陳情

書」をいただいているところでございます。 
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  このような状況の中、本市では、南公民館を含む多くの公共施設におきまして、

老朽化が進んでおりまして、施設の改修や更新には、今後、多額の費用が必要にな

ると考えられるところでございます。 

  このため、現在、公共施設で行っている行政サービスをできる限り維持すること

を踏まえつつ、既存の公共施設等の維持管理にかかる費用の確保を考えていく必要

がございます。 

  このようなことから、南公民館に代わる施設の建設につきましては、公共施設等

の管理に関する基本的な考え方について定めております「久喜市公共施設等総合管

理計画」を踏まえ、公共施設としての複合的な活用などを含めて、引き続き総合的

に検討してまいりたいと考えております。 

  次に（４）でございます。 

  少子高齢化の進行や地域住民の価値観の多様化などに伴い、地域のつながりの希

薄化や地域活動の担い手不足等の問題が生じている昨今、地域コミュニティと行政

との協働により、地域の課題を解決していくことが求められております。 

  そのような中、本市では、小学校区を単位として設立され、地域活動を展開して

いる地区コミュニティ協議会や市内で様々な市民活動を行っている各種団体等に

対して、補助金の交付や市民活動に関する情報提供等の支援を行っております。 

  また、地域住民のふれあいと交流の場であり、コミュニティ活動の拠点であるコ

ミュニティセンターを市内５箇所に設置しており、市民の皆様にご利用いただいて

いるところでございます。 

  これらのコミュニティセンターを含め、公共施設と呼ばれる多くの公共建築物や

道路、上下水道といったインフラ資産につきましては、昭和４０年代から５０年代

の高度成長期における人口の急増や新たな住民ニーズに対応するため、全国的に整

備が進められてまいりました。 

  本市におきましても、合併以前の旧１市３町で多くの公共施設の整備が進められ、

市民生活の利便性や福祉の向上に大きく寄与してきたところでございます。 

  しかしながら、（２）のご質問に対しまして、ご答弁申し上げましたとおり、現

在、多くの公共施設の老朽化が進んでおり、今後、改修や更新のための費用をどう

確保するかが大きな課題となっている状況にございます。 

  国におきましても、全国の自治体に対しまして、公共施設等の管理に関する基本

的な考え方を示す計画の策定要請が行われたところでございまして、これを受け、

市では平成２８年３月に、先程ご答弁申し上げた「久喜市公共施設等総合管理計画」



60 

 

を策定したところでございます。 

  この計画では、人口減少や少子高齢化の進行、厳しい財政状況、市民の利用状況・

ニーズ等の面から総合的に評価を行い、公共施設のあり方について、長期的な視点

で検討していく必要があるとしております。 

  このような中、本市では、公共施設等総合管理計画を踏まえつつ、東京理科大学

久喜キャンパス跡地に子育て教育センターや生涯学習センターなどの複合施設の

整備を進めておりまして、幅広い世代の人たちが集まる交流の場としての活用も期

待できるところでございます。 

  ご質問者からご提案いただいております、公民館や公園などの機能を備えた総合

的な施設を各地区に確保していくことは、地域コミュニティを育む観点からも重要

であると考えております。 

今後も、地域の皆様にとって利用しやすく、交流を図ることのできる場所の確保

について、住民ニーズや財政状況、既存の公共施設のあり方など総合的な観点から

長期的・計画的に検討してまいりたいと考えております。 

 

○折原優夏副議長 

  教育長。 

 

 〔柿沼光夫教育長登壇〕 

      

○柿沼光夫教育長 

  市長に引き続きまして、中原君江議員の（３）のご質問に対してご答弁申し上げ

ます。 

   公民館は地域住民の生涯学習活動を推進する場であり、各種事業の実施を通して、

住民の教養の向上、健康の増進などを図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄

与することを目的としております。 

  こうしたことから、公民館が担う役割は、地域における学習拠点としての機能を

発揮すること、さらに、学校・家庭及び地域社会との連携を図りながら、地域の実

情を踏まえた事業運営を行うことなどが大切であると考えております。 

  以上のようなことを踏まえ、久喜市独自の取組みとして市内８か所の各公民館に

おきまして、それぞれの地域にお住まいの方１０名程度を公民館運営委員として委

嘱し、公民館職員と一体となって、地域住民のニーズや課題を踏まえた事業の企画・



61 

 

立案や運営にあたっているところでございます。 

  ご質問の、南公民館につきましては、地域の皆様との連携のもと、毎年、サマー

フェスティバルや江面地区市民体育祭を開催するとともに、学校を会場に軽スポー

ツ教室や工作教室などを、公民館事業として実施しているところでございます。 

  今後も、公民館では、地域に根ざした活動を推進し、地域間の交流が一層深めら

れるよう努めてまいります。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、中原君江議員の質問を打ち切ります。 

次に、川口綾子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ６番 川口綾子議員。   

 

〔川口綾子議員登壇〕 

 

○川口綾子議員 

６番 川口綾子です。久喜市の地域医療体制などの充実について質問いたします。 

私は美容室を営んでおります。お客さんも段々、歳を重ね高齢の方が増えてきて

います。そのお客さんとの話のなかでは、病気の話題で盛り上がります。また、私

の住んでいる地域は高齢化が進み、今、小学生や中学生の姿がほとんど見られなく

なっています。逆に空き家や老人一人所帯の家が目立ってきているように思います。 

さて、このような状況の中、私の住んでいる栗橋ではこの２、３年の間に３軒の

個人病院が廃業しました。 

さらには、済生会栗橋病院が移転するという話を聞きました。済生会病院が開業

以来、私たちの暮らしの中で、緊急の場合の頼もしい病院としての存在でした。万

が一、済生会病院が移転した場合、栗橋に住んでいる私たちにとって入院できる総

合病院がなくなります。旧久喜地区、幸手、加須には緊急の場合、車でも３０分は

かかります。脳や心臓などの病気は、より緊急性が必要です。また、後遺症が残る

恐れもあります。私はできることなら、済生会病院を残すことを希望しますが、回

復期や慢性期の病院を残すのであれば、現在の済生会病院の施設設備の充実への支

援を考えていただきたい。地域住民の不安解消のための地域医療の充実について、

いかがなものでしょうか。 

また、私は婦人会に入っております。高齢者の一人暮らしが増えている中、急病
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をはじめとした緊急時に連絡や手続きなどをどのようにしたら良いかとの話題が

多く、８０歳以上の所帯でも民生委員の訪問がないとのことです。高齢者の要支援

や介護支援を受けている方はそれなりのサービスがありますが、高齢者のなかには

何をしたら良いか分からない人が多く、近所の方のアドバイスで緊急時通報システ

ムの話を聞いて、自分で申請にいった方がおりました。高齢者の方が安心して生活

できるためにも民生員の見守りはいかがでしょうか。なにかの時に頼りにできると

思います。 

そこで、私は久喜市、特に栗橋地区の地域医療体制と高齢者の方への福祉サービ

スなどの取組みについてお尋ねいたします。 

（１）済生会栗橋病院の移転問題について、どのような状況でしょうか。 

（２）私たち栗橋地区の住民にとって済生会病院を残すことが一番ですが、今 

後救急医療機関として残すことができるのでしょうか。 

（３）高齢者に対する医療体制や相談体制について、民生委員などの見守り活 

動など、今後の取組みや課題についてどのように考えているのでしょうか 

また、予定していることは何かありますか。 

高齢化の今、安心して住めるためには、高齢者に寄り添った医療の充実や緊急時

の相談体制の整備が大切と思います。赤ちゃんからお年寄りで安心して住める久喜

市であってほしいと思います。私の質問は以上です。 

 

○折原優夏副議長 

  川口綾子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

川口綾子議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

済生会栗橋病院は、平成元年７月の開院以来、本市を含む近隣地域の中核病院と

して、救急医療や高度医療など地域のニーズに応えた医療を担っていただいており

ます。 

済生会栗橋病院の一部機能の移転につきましては、平成２８年３月に済生会栗橋
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病院と加須市との間で覚書が締結されたことが明らかになり、それ以降、本市は、

久喜市議会や多くの市民の皆様とともに、覚書の白紙撤回と済生会栗橋病院の現在

地における医療の継続を要望してきたところでございます。 

また、平成２８年７月には、済生会栗橋病院あり方検討委員会が組織され、本年

３月まで計７回にわたり、老朽化が進む済生会栗橋病院の再整備のあり方について

検討が行われましたが、１つの結論には至りませんでした。 

そのような中、本年５月８日に開催されました埼玉県済生会支部理事会において、

「加須市に２００床規模の急性期病院を建設し、現在の済生会栗橋病院の再整備は、

地域包括ケアシステム等の地域医療に必要とされる医療施設を構築していく」とい

う基本方針が承認されたところでございます。今後、１年程度かけて具体的な調査

を進め、済生会本部に提案され、そこで承認されれば、正式決定されるとのことで

ございました。 

これを受け、現在、本市は、今後進められる調査内容等を把握するとともに、済

生会栗橋病院の整備計画に対し本市の意見を伝えるために済生会栗橋病院と協議

を行っているところでございます。 

次に（２）でございます。 

 本市では、済生会栗橋病院の一部機能移転問題が明らかになった以降、久喜市議

会や多くの市民の皆様方の要望書等の主旨を重く受け止め、済生会栗橋病院が現在

地において、従来同様の医療が今後も継続されるよう要望してきたところでござい

ます。 

平成２８年における東部北地区第二次救急医療圏６市２町（久喜市、蓮田市、幸

手市、白岡市、加須市、羽生市、宮代町、杉戸町）の済生会栗橋病院への救急搬送

につきましては、２，２２８件でそのうち８４６件、割合にして約４割の方が久喜

市民の搬送となっております。 

市民の皆様方が、住み慣れた地域で健康で豊かに暮らしていくためには、地域医

療を充実させていくことは大変重要であると認識しております。 

本市といたしましては、先ほど述べたとおり、埼玉県済生会支部理事会で決定さ

れた「栗橋病院施設整備の基本方針」を重く受け止めておりますが、今後も市民の

皆様が安心して生活していけるよう、現在地での済生会栗橋病院の医療の継続、そ

して、第三次救急の早期実現に取り組んでまいります。 

次に（３）でございます。 

本市における高齢者を対象とした見守り活動といたしましては、地域の関係機関



64 

 

である区長、民生委員・児童委員、自主防災組織などと連携し、地域の支え合いに

より災害発生時の避難支援や平時からの見守りなどを行う「久喜市要援護者見守り

支援事業」を実施しております。 

その他、単身の高齢者等を対象に、専用の通報装置により、自宅における緊急時

の救急車両の出動要請及び平常時の安否確認や看護師等による健康相談を行う「緊

急時通報システム」を実施いたしております。 

また、日常的に調理が困難な単身の高齢者などに栄養のバランスを考えたお弁当

をお届けするとともに、その際に安否確認を行う「配食サービス」を実施しており

ます。 

さらに、高齢者に対する相談体制といたしましては、市内５ヵ所に設置しました

「地域包括支援センター」におきまして、高齢者やその家族等の相談窓口としてご

利用いただいているところでございます。 

また、平成２７年４月の介護保険法の改正により、医療と介護の両方を必要とす

る高齢者が在宅で暮らし続けることができるよう、在宅医療・介護連携推進事業の

実施が市町村に求められております。 

本市におきましては、医療と介護関係者により組織する「久喜市在宅医療・介護

連携推進会議」を立ち上げ、久喜市の在宅医療と介護連携についての課題を抽出し、

その対応策につき協議しているところでございます。 

今後につきましても、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送れますよう、

これらの事業の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、川口綾子議員の質問を打ち切ります。 

次に、安立恵重議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ２番 安立恵重議員。   

 

〔安立恵重議員登壇〕 

 

○安立恵重議員 

２番 安立恵重です。 

私は今日は栗橋連合婦人会よりまいりました。最近ニュースなどで異常気象によ

る大きな被害の様子を良く耳にします。ニュースの中では家族を失った方、一人残
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された高齢者の方など、心が痛む現実が報道されています。 

私の住む栗橋地区の利根川と利根川と合流する渡良瀬川がすぐそばを流れてい

ます。現在、利根川の強化堤防の工事が進められていますが、栗橋地区は昭和２２

年のカスリーン台風により大きな被害を受けています、街のなかを歩けば、当時の

水の多さを知る赤いラインが電柱に刻まれ、今に伝えています。 

しかし、７０年という時の流れと共に人々の記憶も薄れ、当時のことを良く知る

方も少なくなりました。いつ再び災害に見舞われるか分からない状況の中、栗橋旭

町二丁目に住む方々にも高齢化が進んでおり、なかには一人暮らしの家庭も少なく

ありません。昨年からは、自治会での自主防災訓練も水害による避難訓練を実施し

ています。実際にそのような災害に見舞われた時は、地区の人たちが協力し合える

体制づくりが必要となるでしょう。 

そこで、地区の人たちが顔見知りになることが必要不可欠ではないかと考え、平

成２８年１０月に社会福祉協議会の援助のもと、「ふれあい・いきいきサロンあさ

ひ」を立ち上げました。自治会の区長さんをはじめ、民生委員、婦人会、地区のボ

ランティアの方たちと協力し、歩いてこられる自治会館で月１回ゲームをしたり、

歌を歌ったり、体操をしたりして午前中のひと時を過ごしています。久喜市栗橋地

域のなかでもこういったサロン活動が増えてきています。サロンの目的は、「助け

合う仲間づくり」とあります。近くに住んでいるのに顔も知らなかった人たちが出

会い、支えあうことができる情報交換の場となり、悩み事が解決したり災害時の助

け合いにつながってくる、なにより来てくださる方が元気になる、そんなサロンを

目指していきたいと考えています。１年経った現在、参加者が少しずつ増え、知ら

なかった人たちが楽しそうに話している姿が見られるようになりました。 

  しかし反面、男性の参加者が少なく女性中心の活動になりつつあります。サロン

としての今後の課題は、男性の参加を増やすための内容の工夫だと思っています。 

そして質問に入ります。 

（１）私たち地域ボランティアの充実として同じ活動をしている人たちと、情 

報交換や研修の場を作る予定はありますか。 

（２）介護予防策として健康マージャンが男性の参加が多く良いと伺いました 

が、活動費や助成金では準備ができません。貸し出しや講座としての方 

法はありますか。 

（３）災害時における高齢者の避難体制はどのようになっていますか。 

   最後に、さらに少子高齢化が進み、生活の中に介護が加わってくることは十分 
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考えられます。そこで介護する方も、される方も安心して暮らしていけるような      

久喜市であってほしいと強く思っています。私の質問は以上です。 

 

○折原優夏副議長 

  安立恵重議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

安立恵重議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

地域ボランティアの方たちとの情報交換や研修については、久喜市社会福祉協議

会で実施している「ふれあい・いきいきサロン」のボランティア団体や、「くき元

気サービス」の登録ボランティアの方に対しまして、同協議会において、情報交換

や研修を行っていただいているところでございます。 

なお、現在のところ、市が実施している研修等はございませんが、地域ボランテ

ィア同士の情報交換や研修を行うことは有意義なものと認識しておりますことか

ら、今後どのような取組みができるか、検討してまいりたいと考えております。 

次に（２）でございます。 

健康マージャンにつきましては、認知症予防に効果があると言われており、介護

予防を目的に健康マージャン教室を実施している自治体もあるところでございま

す。 

本市では、家に閉じこもりがちな高齢者などに対して、趣味活動などを行う場を

提供する「いきいきデイサービス」事業を実施しておりまして、菖蒲地区の「あや

め会館」会場では、活動メニューのひとつとして、２か月に１回程度、健康マージ

ャンを実施しているところでございます。 

また、久喜市社会福祉協議会で実施している「ふれあい・いきいきサロン」の登

録団体の中にも、健康マージャンを実施している団体があると伺っております。 

このようなことから、市といたしましても、健康マージャンにつきましては、今

後、どのような取組みができるか、いきいきデイサービスの参加者等のご意見を伺

ってまいりたいと考えております。 
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なお、本市では、現在、すべての高齢者を対象とする介護予防事業といたしまし

て、介護予防体操の「はつらつ運動教室」及び「元気アップ体操教室」を実施して

いるところでございます。 

今後も、より多くの方に介護予防体操に参加していただけるように、実施会場を

拡充するなど、高齢者の介護予防事業に取り組んでまいりますので、どうぞご理解

を賜りますようお願い申し上げます。 

次に（３）でございます。 

本市では、地震や風水害等の災害時に、自力での避難が困難な高齢者の方や障が

いのある方などの要援護者が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ご近所の

方や、区長、民生委員・児童委員、自主防災組織など、地域の皆様にご協力いただ

き、地域における見守り体制づくりとして「要援護者見守り支援事業」を推進して

おります。 

この「要援護者見守り支援事業」につきましては、高齢者など災害時に支援が必

要な方からの要請に基づき、要援護者見守り支援台帳を整備しておりまして、ご登

録いただきました情報は、区長、民生委員・児童委員、自主防災組織など地域の関

係機関へ提供し、平時の見守り活動に利用していただくほか、災害時の避難誘導や

安否確認等に活用していただいているところでございます。 

今後につきましても、地域での見守り体制づくりを進めるため、「要援護者見守

り支援事業」を推進するとともに、より多くの高齢者の方にご登録いただけるよう、

本事業の周知を図ってまいりたいと考えております。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、安立恵重議員の質問を打ち切ります。 

次に、河村亜弓議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ７番 河村亜弓議員。   

 

〔河村亜弓議員登壇〕 

 

○河村亜弓議員 

７番 河村亜弓です。小中学校の施設整備について質問いたします。 

私には小学校と中学校の子どもがおり、現在、子どもが通っている小中学校は、

私が子どもの頃通っていた学校です。小学校ではＰＴＡの副会長をしております。
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保護者として、ＰＴＡ役員として、学校に行く機会が大変多く、幼い時と変わらな

い学校に懐かしく思う反面、変わっていない設備に古さや不便さを感じております。 

また、ＰＴＡ役員として他の保護者の方と話すこともあり、学校設備の使い勝手

の悪さを訴えられることもあります。現在、久喜市内にある小中学校は古くからの

伝統のある学校が多く、そのため設備が古くなってきております。 

また、生活様式の変化や衛生面・安全性の変化に伴い、特にトイレの老朽化、使

い勝手の悪さを感じます。 

そこで次のことを伺います。 

（１）小中学校でのトイレの和式が多く見受けられます。学校によって設備状 

況に大変な違いがあるようです。各小中学校の設備状況はどのようにな 

っておりますか。 

（２）各学校によって、和洋式トイレの設備状況が違うのはなぜですか。 

（３）就学すぐの小学校１年生だと、和式トイレが使えず、小学校に適応できな 

い児童がいます。このような状況を考えると、早急に小中学校のトイレ 

の洋式化を進めて頂きたいと思います。市の計画はどのようになってお 

りますか。また早急に進める努力をして頂けますか。 

私の質問は以上です。 

 

○折原優夏副議長 

  河村亜弓議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

河村亜弓議員のご質問に対しまして順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

小・中学校のトイレの現状につきまして、平成２８年４月１日現在で申し上げま

す。 

市内小学校２３校のトイレの便器数は、和式６１４基、 洋式５８８基の合計１,

２０２基でございまして、洋式化率は、４８．９％でございます。 

次に、中学校１１校のトイレの便器数は、和式４７９基、洋式１８９基の合計６
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６８基でございまして、洋式化率は２８．３％でございます。 

次に、各小・中学校のトイレの洋式化率につきまして、学校名、洋式化率の順に

申し上げます。 

はじめに、小学校について申し上げます。 

久喜小学校 ８０．０％、  太田小学校 ７０．９％、 

江面第一小学校 ５７．５％、 

江面第二小学校 ５３．６％、 

清久小学校 ８７．８％、  本町小学校 ３０．１％、 

青葉小学校 ７９．０％、  青毛小学校 ９７．８％、 

久喜東小学校 ６３．５％、 久喜北小学校 ２０．０％、 

菖蒲小学校 ２０．８％、  小林小学校 ３６．１％、 

三箇小学校 ３０．０％、  栢間小学校 ３２．１％、 

菖蒲東小学校 ３１．６％、 栗橋西小学校 ２８．９％、 

栗橋南小学校 ５０．７％、 栗橋小学校 ２３．６％、 

鷲宮小学校 ２１．９％、  桜田小学校 ３５．１％、 

上内小学校 ２８．１％、  砂原小学校 ８３．３％、 

東鷲宮小学校 ４３．４％  でございます。 

次に、中学校について申し上げます。 

久喜中学校 ３１．０％、  久喜南中学校 ４６．８％、 

久喜東中学校 ２０．３％、 太東中学校 ３．６％、 

菖蒲中学校 ３７．５％、  菖蒲南中学校 ２０．０％、 

栗橋東中学校 ３３．９％、 栗橋西中学校 １６．４％、 

鷲宮中学校 ６９．９％、  鷲宮東中学校 ４．５％、 

鷲宮西中学校 １７．１％  でございます。 

次に（２）でございます。 

学校のトイレの洋式化につきましては、１市３町の合併後におきまして、校舎等

の耐震化工事にあわせて実施してきたところでございます。 

一方、合併前に耐震化工事を実施した学校及び耐震工事をする必要のなかった学

校につきましては、トイレの洋式化工事が実施されなかったことから、各学校の整

備状況にただいま申しあげましたような差が生じたものと考えております。 

次に（３）でございます。 

ご指摘のとおり、小学校に入学したばかりの児童が、家庭で和式便器を使ったこ



70 

 

とがないことから、学校でのトイレを我慢するといった、児童の健康面が心配され

るところでございます。 

また、和式トイレの多くは、タイル張りの床であり、水を使って掃除を行うこと

から、排水溝に臭いが残りやすいといった状況が見受けられます。 

本市といたしましては、学校のトイレは、児童生徒にとって衛生的で、かつ、使

い易いものでなければならないと考えております。 

また、トイレの洋式化については時代の流れでもございまして、和式トイレから

洋式トイレへの切り替えが課題であると考えております。 

このような中、現在は、緊急の課題であります校舎のつり天井をはじめ、屋内運

動場の照明灯、スピーカーの落下防止など、耐震化工事を重点的に進めているとこ

ろでございます。 

今後につきましては、市内全小・中学校の校舎の改修計画の策定を進める中で、

トイレの改修計画につきましても検討して参りたいと考えております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、河村亜弓議員の質問を打ち切ります。 

次に、岡田唯奈議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ４番 岡田唯奈議員。   

 

〔岡田唯奈議員登壇〕 

 

○岡田唯奈議員 

４番 岡田唯奈です。防犯体制の強化について質問します。 

質問させていただく前に、私が在籍する栗橋北彩高校について少しお話をさせて

いただきます。 

本校は、栗橋高校と北川辺高校が統合し、平成２２年４月に開校した単位制普通

科高校です。自分の進路希望に合わせて、２年次より４つのプランを選択すること

ができます。私は進学を目指し「プログレスプラン」を選択し、１回１回の授業に

集中し日々勉強に励んでいます。その他にも、基礎から自分を磨き上げる「ステッ

プアッププラン」、情報や商業の資格の習得を目指す「ビジネスプラン」、保育・衣

食を学び生活をデザインする「ホームエコノミクスプラン」があります。部活動で
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は運動部、文化部を合わせて計２２個あり、多くの生徒が加入し目標に向かって

日々活動を行っております。 

最近では、文化祭において放送部彩りラジオ、書道部の書道パフォーマンス、情

報ビジネス部がプロジェクションマッピングなどを披露しました。 

また生徒会では、学校行事の企画・運営、学校説明会での中学生のサポート、赤

い羽根募金をはじめとするさまざまな募金を行っています。私も生徒会役員として、

栗橋北彩高校が全校生徒にとって、そして地域の人にとって良いものになるように

努力しています。 

それでは、防犯体制の強化について３点質問させていただきます。 

 私は、夕方下校する時、学校から栗橋駅までの道が暗く人通りも少ない気がしま

す。８月に、市長とのミーティングをさせていただいた際に、「街灯を増やすのは

難しい」と知りましたが、生徒でも不審者にあった子もいて不安です。 

 これらのことから、久喜市の防犯に関する取組みについて伺います。 

（１）久喜市の不審者事件は、年間どれくらいですか。 

（２）防犯対策を市では、どのように取り組んでいますか。 

（３）各自治体の取組みを集約するシステムはありますか。 

私の質問は以上です。 

 

○折原優夏副議長 

  岡田唯奈議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

岡田唯奈議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

本市では、登下校時に児童・生徒が、不審者からの声かけやつきまとい等の被害

に遭い、学校に連絡があった場合には、警察に通報するとともに教育委員会を通じ

て、市の防犯担当課に不審者情報が提供される体制が整っております。 

その不審者情報につきましては、平成２８年１年間で２６件でございました。 

また、埼玉県警察本部が地域の防犯対策に役立てていただくことを目的に、メー
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ル配信している「犯罪情報官ニュース」での本市における不審者情報につきまして

は、平成２８年１年間で２２件でございました。 

市では、これらの情報を市民の皆様に、「安全・安心メール」や「ツイッター」

などで速やかに配信をし、市民が犯罪に巻き込まれないよう注意喚起を行っている

ところでございます。 

次に（２）でございます。 

本市では、地域の安全を守り、犯罪のないまちづくりを進めるため、久喜市防犯

のまちづくり推進条例を制定し、警察署や、学校、地域の皆様、商店などの事業者

の皆様と協働のもと、各種防犯活動に取り組んでいるところでございます。 

主な取組みを申し上げます。 

市内全ての地域で防犯協会会長と警察署長の連名により委嘱されている地域防

犯推進委員６３８人を中心とした自主防犯活動団体の方々が、地域のパトロール、

登下校時の子ども達への声かけ活動を実施しておりまして、本市といたしましては、

これらの活動を支援するため、蛍光反射パトロール用防犯ベスト及び帽子を提供し

ております。 

また、子どもや女性が不審者から声をかけられるなど身の危険を感じたときの緊

急避難場所として、「こどもレディース１１０番の家」を平成２８年度末現在１，

０３５箇所設置いたしております。 

さらに、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、市内で不審者の情報を得た場合

には、警察署への通報を行うとともに、「安全・安心メール」や「ツイッター」な

どにより市民の皆様に情報を配信し、注意喚起を行っております。 

なお、防犯灯につきましては、夜間における犯罪の防止、歩行者の安全・安心の

確保を図るため、市内に約９，８００基設置しておりまして、平成２８年度には、

視覚的により明るく感じ、長寿命で環境負荷の少ないＬＥＤタイプの器具にすべて

更新いたしました。 

これら様々な対策、対応を講じておりますが、市民の皆様におかれましても「自

分の身は自分で守る」ことの意識を持ち、日常生活における自らの安全の確保、地

域における自主的な防犯活動を積極的に推進するよう努めていただきたいと存じ

ます。 

次に（３）でございます。 

ご質問の防犯対策における各自治体の取り組みを集約するシステムはございま

せんが、本市では、他の自治体の取組みにつきまして、埼玉県や近隣自治体と情報
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交換・情報収集を行うとともに、他自治体の事例などを参考にしながら、各種事業

を実施いたしております。 

また、埼玉県が構築いたしましたスマートフォンアプリ「ポケットブックまいた

ま」では、県内の事件・事故発生マップを掲載した「安心・安全サポートナビ」が

搭載されております。 

その中では、「防犯ブザー・防犯ライト」、「困ったときの相談窓口」、「自主防犯

活動団体の活動状況」などの機能が集約されており、市ホームページで市民の皆様

に周知を図っているところでございます。 

今後も、市民の皆様が、安全で安心した生活が送れますよう、警察署や関係機関

と連絡を取り合い、地域の皆様のご協力もいただきながら、地域ぐるみによる、一

層の防犯体制の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、岡田唯奈議員の質問を打ち切ります。 

ここで、休憩いたします。午後２時３５分から再開いたします。 

 

（休憩 午後２時２０分） 

 

（再開 午後２時３５分 

 

○折原優夏副議長 

再開いたします。 

次に、杉田栄子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １６番 杉田栄子議員。   

 

〔杉田栄子議員登壇〕 

 

○杉田栄子議員 

１６番 杉田栄子です。久喜市観光振興施策についてご質問いたします。 

久喜市は、平成２２年３月２３日に１市３町が合併となり、人口約１５万４千人

の埼玉県北東部の拠点都市として８年目を迎えております。 

久喜市の歴史をひも解くと、文化財、名所、旧跡などあり、祭りでは久喜提燈祭



74 

 

り「天王様」、鷲宮土師際千貫神輿、栗橋夏祭り、菖蒲夏祭りなどがあります。 

また、文化財として久喜市郷土資料館、本多静六記念館、鷲宮催馬楽神楽、除堀

のささらがあり、旧跡では、栗橋関所跡、寛保治水碑、静御前の墓、天王山塚古墳、

神明神社の社叢、清福寺の大イチョウ、さらに久喜市には２月中旬から１１月にか

けて四季折々の自然豊かな街並みがあります。 

鷲宮神社近郊の青毛掘川にいち早く咲く河津桜、清久さくら通りのソメイヨシノ、

栗橋地区の静桜、所久喜の蓮華の花、菖蒲の藤の花、あやめ、ラベンダー、コスモ

スふれあいロード、栗橋総合支所周辺の赤花そばなど美しい魅力がたくさんある久

喜です。 

皆さん３０年前の川越をご存知かと思いますが、川越の中心である蔵の街は昭和

６３年はシャッター街でしたが、平成２８年には観光客が７０４万人に達するまで

となりました。現在は「小江戸」と呼ばれ、押しも押されもせぬ全国的に有名な街

となり、一年中観光客が押し寄せています。 

この背景には、並々ならぬご努力があったことと思います。久喜市の観光資源が

人々に多く活用していただくような様々なプランがありながら、まだ広く、市民、

県民、県外の人々に周知されていないのが現状ではないでしょうか。外部への発信

をさらに強化し、受け入れ態勢を幅広く整備していくことが大切です。久喜市の発

展を考えると、大きな地の利があります。東北自動車道、圏央道が開通し、久喜イ

ンターを降りての産業、流通の発展は他の市にはない大きな発展の礎と言っても過

言ではないかと思います。さらにこれを観光発展へとつなぐことができるのではな

いでしょうか。 

また、久喜市商店街の活性化を考えると、人口の減少、大型店舗の進出などによ

り、商店街に人が集まらないという現状です。市民の利便性を推進し、観光の充実

をはかり、市の財政を豊かにすることで、さらに住んでみたい、住んで良かった、

住み続けたいと実感するのではないでしょうか。市民の期待する市政として、高齢

者福祉の充実、保健医療対策、防犯対策、子育て支援の充実、生活道路の整備、さ

まざま挙げられますが、観光の強化が久喜市の発展へとつながり、さらに財政が豊

かになり、市民の生活を豊かにすることへとつながると考えます。 

以上、私は観光振興の強化について念願しておりますが、久喜市としての具体的

な取組みについてお尋ねいたします。 

（１）物産展としての菖蒲グリーンセンター、圏央道の菖蒲パーキングなどがあ 

りますが、大きな道の駅はありません。久喜市に地域の特産品などの販売 
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促進を行う道の駅も必要ではないでしょうか。久喜市ならではの観光資源 

を活かし、さらに子どもたちが学び遊べる大きな公園等を併設した近未来 

的な新しい道の駅の設置を目指すことはいかがか、お尋ねします。 

（２）久喜市にはたくさんの観光名所があり、久喜市外の人々を呼び込むことも 

できます。この方策として久喜市が観光名所を巡るコースを作り、土日の 

みの市内観光めぐりの循環バスを運行することはいかがか、お尋ねいたし 

ます。 

以上２点についてお伺いします。 

 

○折原優夏副議長 

  杉田栄子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

 杉田栄子議員のご質問に対しまして順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

道の駅が誕生した背景といたしましては、長距離ドライブが増えまして、女性や

高齢者のドライバーが増加するなかで、道路交通の円滑な流れを支えるため、一般

道路にも安心して自由に立寄れ、利用できる快適な休憩施設が求められたことによ

るものでございます。 

道の駅設置にあたっては、道路利用者に安全で快適な道路交通環境を提供するこ

とに加え、沿道地域の文化、歴史、名所など観光情報の発信や地域の特産物や新鮮

な野菜などの販売、レストランや売店での就業拡大が期待されているところでござ

います。 

さらに、災害時には、災害対策の拠点や支援物資の中継場所、災害状況の情報提

供など防災機能も備えることができます。 

道の駅設置にあたっては、国土交通省へ申請をし登録を受けることとなります。

その要件といたしまして、主要な幹線道路に接し、２４時間無料で利用可能な駐車

場とトイレ及び道路や地域の情報を提供する案内コーナーを備えるとともに、主要

な歩行経路のバリアフリー化が図られていることなどがございます。 
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本市は、東北縦貫自動車道、いわゆる東北道と首都圏中央連絡自動車道、いわゆ

る圏央道が通り、２か所のインターチェンジがございます。国道では、４号、１２

２号及び１２５号があり、県道では、さいたま・栗橋線や川越・栗橋線などが通り、

交通の要衝地であると認識しております。 

また、観光では、久喜提燈祭りをはじめとする、各地区の伝統ある祭りや文化財

や名所、旧跡など多くのものがございます。 

本市では、将来目指すべき都市の姿を展望し、それを実現するための土地利用や

都市施設の位置づけと配置等の総合的な指針として「久喜市都市計画マスタープラ

ン」を策定しております。 

この計画の中で、農業資源を活かした観光振興の拠点づくりとして、道の駅など

の構想を推進するとしてございます。 

ご質問の道の駅の設置を目指すことにつきましては、先進地の事例など、調査研

究をしてまいりたいと考えております。 

次に（２）でございます。 

現在、市内には、久喜駅、東鷲宮駅及び桶川駅などを起点とした、民間路線バス

が運行されており、市ホームページにおける観光スポットの紹介では、最寄りのバ

ス停も記載し、ご案内しているところでございます。 

また、本市では、久喜駅を起点とした循環バスを運行しており、１日乗車券も販

売してございますので、久喜地区を中心に散策することも可能でございます。 

ご提案いただきました、観光名所を巡る観光バスは、効率的に市内を散策するこ

とができることや自動車を運転できない方の交通手段として、観光客の利便性は大

きいものと考えております。 

しかしながら、観光名所を巡る循環バスを運行するためには、観光ルートの設定

を何路線にするか、それにより何台のバスが必要なのか、バスの停留所として安全

なスペースがあるのか、行政で行うべきなのか、民間のバス会社が参入できる規模

の観光客が見込めるのかなどのさまざまな課題もございます。 

今後、川越市や栃木市など先進地の事例を、調査研究してまいりたいと考えてお

ります。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、杉田栄子議員の質問を打ち切ります。 

次に、荒井昌美議員の市政に対する質問をお受けいたします。 
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  ３番 荒井昌美議員。   

 

〔荒井昌美議員登壇〕 

 

○荒井昌美議員 

３番 荒井昌美です。 

質問をさせていただく前に、今回の質問のきっかけとなった、私の体験について

お話させていただきます。 

私は、３人の子どもの母親です。子どもが小さい頃、少し窮屈に感じたのは、子

どもの遊び場所に約束事がたくさんあったり、「ボール遊び禁止」と大きく書かれ

た看板があったり、他の子どもやお母さんの顔色を窺って我が子に我慢させてしま

う自分がいることでした。 

しかし、子どもにとって遊びは、自分と他者・自然・物との関係性を知るための

本能とも言える行為です。 

「やってみたい」を保証したい、子どもが自由な発想で遊べて、子育て中の親や

地域の人たちとみんなで見守る場所を久喜市につくりたい、と考える仲間と５年前

に久喜市に冒険遊び場をつくる会を立ち上げ、久喜市にご理解ご協力をいただいて、

冒険遊び場を開催しています。 

子どもが思いがけないことをした時、親がそれを受け止めるためには、親自身が

安心し、癒されている必要があります。 

冒険遊び場を開催すると、おおらかな気持ちで子どもを見守れる、皆で子育てを

している感覚になれると、小さな子どもを連れた親子が多く集まります。森林浴を

しながら親子でのんびりと過ごすことにより、安心できるのかもしれません。 

子どもたちも年齢や学校、発達の凸凹もあまり気にならず遊べるようで、秘密基

地を作ったり、手芸や将棋や木工をしたり、七輪を囲んで調理をしたり、みんなで

分け合って食べたり、好きな遊びでみんなを楽しませたり。最近では、おじいちゃ

ん、おばあちゃんが孫と来ていたり、地域の方がボランティアで参加して下さった

りもしています。皆の居場所になっていくといいなと思います。 

２年前からは、関戸博樹さんをプレイワーカーとして、８月と１２月を除く第４

土曜日に定期開催しています。プレイワーカーは、遊び環境を整え、安全管理をし

ながら、どうしたらやりたいことが実現するかを考え、場にいる人です。 

この関戸博樹さんを案内役とする地域の遊び場でプレイワークを学ぶ夏という
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講座に参加しました。 

講師は、児童育成協会草加市氷川児童センター館長の下村一さん、臨床心理士の

藤井良隆さん、イマココラボ代表理事の稲村健夫さん。 

児童センターや保育園、冒険遊び場での現場実習もありました。遊びの意義や「よ

し、よし」という声掛けがどれほど大事かということや、子どもとの境界線など親

としても新生児期から健診の度に教えていただけたら良かったという内容でした。 

また、児童館職員の方々にも役に立つのではと思われる内容でした。 

関戸博樹さんは、ＮＨＫ１１月３日放送予定の「くうねるあそぶ」という番組や、

Ｅテレ１１月４日放送予定の「ウワサの保護者会 ～ゲーム時間を減らそう大作戦

～」などに出演しています。 

それでは、久喜市の健全育成の取組みについて、質問させていただきます。 

日本医師会、日本小児医師会では、子どもの健全な発達における遊びの重要性を

指摘し推奨しています。 

最近の脳の研究でも、遊びが重要だとされ、自己受容や自己肯定感を高められる

と言われています。 

これらのことから、遊びの観点から３つ質問させていただきます。 

（１）子どもたち、特に乳幼児や小学生、中学生に子どもの発達に良いとされ 

る外遊びの機会を保障するため、他の自治体でも増えつつある冒険遊び 

場を、久喜市と地域住民との協働で開催していくことに関しては、どの 

ようにお考えですか。 

（２）児童館職員の方々に向けて、プレイワークを学ぶ機会を設けていますか。 

保護者には、新生児期から子どもの成長の節目ごとに、遊びの意義や重 

要性を伝えていますか。 

（３）今後、ますます少子高齢化が進みます。大人が、理想の子ども像を押し 

付けることなく、泣いたり怒ったり、失敗を重ねたりしながら育ってい 

く子どもたちそれぞれの成長を見守り、受け止める包容力のある地域づ 

くりのための取組みを行ってほしいと考えていますが、いかがですか。 

  最後に、１５年前、長女の出産を機に久喜市に移り住みました。見ず知らずの私

たち家族を受け入れ、温かく見守り育ててくれたご近所の皆さんや友達、久喜市に

感謝しています。私の質問は、以上です。 

 

○折原優夏副議長 
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  荒井昌美議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

荒井昌美議員のご質問に対しまして順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

子どもたちにとって遊びは、生きるための原動力であり、教育的にもたいへん意

義があるものと認識しております。 

特に、子どもたちの外遊びの経験は、運動能力や身体感覚を高めるほか、強い興

味や関心を持って、自ら進んで取り組むことにより、集中力を育み、主体性や積極

性を引き出します。また、たくさんの友人との関係の中で、社会性を学び、コミュ

ニケーション能力を身に付けるなど、豊かな人間性を育成するものと認識しており

ます。 

本市におきましても、ご質問者が所属される「久喜市に冒険遊び場をつくる会・

くきぼー」の主催で、久喜市総合運動公園子ども広場において、冒険遊び場づくり

が行われておりますことは、大変注目されるところでございます。 

また、本市には、子どもたちに放課後や休日の安心・安全な居場所の提供といた

しまして、市内すべての小学校で放課後子ども教室（ゆうゆうプラザ）を開校して

おります。一部のゆうゆうプラザでは、地域の方のご協力をいただき、異学年集団

による外遊びのプログラムを取り入れているところもございます。 

引き続き、関係団体や地域住民の皆様と連携を図りながら、子どもたちが安心し

て外遊びができる機会づくりを支援してまいりたいと考えております。 

次に（２）でございます。 

本市では、子どもたちが、遊びを通して、健康の増進を図り、情操を豊かにする

ことを目的に、児童センター及び鷲宮児童館を設置しております。 

これらの施設では、職員の他、ボランティアや地域の皆様のご協力をいただきな

がら、子どもやその保護者にリズム遊びや季節の行事等による遊びを提供しており

ます。 

 なお、児童センター及び鷲宮児童館の職員は、児童健全育成推進財団が実施する

児童厚生指導員研修会に参加し、安全指導やゲーム、子どもの心に寄り添う関わり
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方や遊びと成長の関わりなどについて学んでおります。 

そのようなことから、子どもが興味や関心を持つ遊び場を整備し、いきいきと遊

べる環境を作ることを目的とするプレイワークに関する研修につきましては受講

しておらないところでございます。 

また、本市では、各保健センターにおいて、乳児家庭全戸訪問や４か月児健康診

査等、成長の節目ごとに、お子様の発育や発達の確認と共に育児相談を行っており

ます。 

その中で身近な相談場所や遊び場として、児童センターや鷲宮児童館のほか、地

域子育て支援センターを紹介しております。 

地域子育て支援センターでは、子育て不安の相談や乳幼児の発達に応じた育児の

方法、また、親子のふれ合いや一緒に遊ぶことの大切さを保護者の皆様にお伝えし

ているところでございます。 

次に（３）でございます。 

本市では、健やかで心豊かな子どもたちを育成するため、地域において、子ども

たちに自然体験活動などを提供しているボランティア団体等への支援を行ってお

ります。 

それぞれの団体におきましては、サマーキャンプや防犯パトロール活動などを行

っており、子どもたちのよき理解者となって、健やかな成長を見守り、支援する活

動を行っていただいているところでございます。 

子どもたちの健全な育成を図るため、引き続き、児童センターや鷲宮児童館、各

地域子育て支援センターの適切な運営に努めるとともに、地域でご活躍いただいて

おります皆様を支援することにより、健やかな成長を共に見守ってまいりたいと考

えております。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、荒井昌美議員の質問を打ち切ります。 

次に、足立節子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １番 足立節子議員。   

 

〔足立節子議員登壇〕 

 

○足立節子議員 
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１番 足立節子でございます。行政区長という立場から地域の課題について女性

議会で取り上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。通告は、公

園管理と災害時を想定した公園機能について伺います。 

草茫々の地域公園を草の生えない土壌改良で好まれる公園にしたいものです。私

の地域は鷲宮地区西側に位置し、東武伊勢崎線鷲宮駅、県立鷲宮高校に隣接する地

域で、世帯約８００世帯の行政区です。昭和５０年代の経済成長に伴い開発された

地域で、当時は子育て真っ只中の世帯が多く、成長と賑わいのある活気ある地域で

した。 

 その頃から半世紀以上の時の経過に伴い、普段の生活のなかに子どもの姿を見る

こともあまりなくなり、子どもたちで賑やかだった公園も、今では誰も立ち寄る姿

もなく、人に踏みつけられることもなく、雑草だけは元気に伸びています。 

 私は環境問題に特に力をいれ、地域公園の管理やごみステーションの整備など地

域住民の協力をいただき、徹底した管理を行ってきました。 

しかし、時の経過と共にそれを担う住民は高齢社会と共に年々減り、大きな課題

となっています。私が今回取り上げたのも、そうした課題を、地域も行政も抜本的

に向き合わなければ解決しないと考えているからです。久喜市の人口一人当たりの

公園面積は７．１㎡から現在は７．３㎡と増えているようですが、利用人口や管理

人口は減少傾向にあるのではないでしょうか。 

私の地域には３箇所の公園があります。しらかば公園・いちょう公園・すずかけ

公園の３箇所です。長年、この３箇所の公園管理に取り組んできました。特に私の

行政区では、ボランティアの方や役員を中心に、公園や公園周辺の草を草刈機で刈

って頂いてきましたが、当初６０歳代の方も今では８０歳代になっており、今後の

草刈り等は業者にお願いしてください、との声が出ています。 

こうした経緯を背景に、私も長年、地域公園の抜本的整備を行政にお願いしてき

ましたが、予算面の関係から思うような整備が出来ず今日に至っています。現在、

市と公園管理委託契約を結び取り組んでいますが、最近問題となっている蚊の発生

やマダニの問題など、草取りの依頼も難しくなってきました。 

 そうした観点から、地域公園の整備を行政としても整備予算をつけて、地域コミ

ュニティづくりの拠点としての整備を本格的に検討お願いしたいと願います。 

そこで、以下について伺います。 

（１）公園内の土壌面を改良し、雑草の生えない公園整備について伺います。 

 土壌面の改良の一つとして、海水から抽出した天然マグネシュウムを使 
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用した改良材「マグナイト」という「防草材」は、自然な景観と調和し、 

自然土の外観を保ちながら雑草が生えない素材と言われています。夏の 

ヒートアイランド現象も抑える利点もあります。 

長年、雑草対策に悩んできた地域としては、この辺で雑草管理にピリオ 

ドを打ちたいと願っております。「防草材」等の公園の土壌改良につい 

て、市の考えを伺います。 

（２）小規模公園の整備についてお聞きします。 

地域では、世代交代が進んできています、公園管理もその一つで、今後 

とも地域活動が引き継がれていくかどうかが課題です。親しまれる公園づ 

くりには、木陰の下でくつろげるようにベンチを配置したり、遊具の傍に 

親子連れの集いのための野外卓を設置したりするなど、利用者が快適に過 

ごしたいと感じるように改善することも、地域コミュニティの増幅や子育 

て世代のふれあいの場としても公園整備は必要です。 

今後こうした小規模地域公園の整備計画について、市の考えをお聞かせく 

ださい。 

（３）災害時を想定した公園づくりについて伺います。 

近年、局地的な集中豪雨による都市型水害や首都直下型地震の発生が懸念 

されております。住宅地における公園は、オープンスペースや延焼防止機 

能といった災害が発生した後の救援・復旧の拠点としても重要な役割を持 

っているといえます。 

そこで市には、避難場所としての機能を備えた公園は、何ヶ所ありますか。 

また、今後の整備計画についてお聞かせください。 

最後に公園は地域の人々が触れ合う賑わいの舞台です。子どもからお年寄りまで 

様々な人と人のつながりを保ち、愛着のある地域を作ります。美しく利用されてい 

る公園を見れば豊かで安心できる地域が連想されます。美しい公園が地域の歴史を 

見守り、そこに住む人々の心豊かさが感じられます。公園づくりは地域づくりとと 

らえ、取り組んでいただきたいと思います。 

以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

 

○折原優夏副議長 

  足立節子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 
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 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

足立節子議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

地域に密着した公園や広場につきましては、地域の愛着や住民の目が届きやすい

という利点を活かし、市内の多くの箇所において、地域住民の皆様で組織する団体

に、日頃から清掃や除草などの維持管理にご協力をいただいておりまして、心より

感謝を申し上げます。 

そのような中、市が管理する公園につきましては、現在、２７６箇所ございまし

て、このうち、１４７箇所の公園において、地元の団体と維持管理に係る業務委託

契約を締結させていただいております。公園の除草等を行う際、参加する住民の方

が少なくなってきているなど、ご質問者のお住まいの地域と同様の課題を抱えてい

るお話を伺うこともございます。 

ご提案をいただきました土壌改良に使用する「マグナイト」につきましては、天

然の石灰石と海水から抽出したマグネシウムに土を混合したアルカリ性の舗装材

でありまして、遊歩道や広場などに敷き均し、水を撒くことで舗装材が固まり、防

草効果が期待できるものでございます。 

防草効果のある舗装材につきましては、このほかにも、樹木の枝などを破砕した

ウッドチップと土を混合したものや、針葉樹の樹皮を破砕して繊維化し、土を混合

したものなどがございます。 

このような材料を用いた舗装につきましては、その多くがそれらの材料を固める

ことにより、草が生えるのを防ぐとともに、保水性や透水性にも優れておりますの

で、ヒートアイランド現象の抑制や、水たまりを解消することなどの効果も期待で

きるところでございます。 

しかしながら、これらの舗装材を公園で使用いたしますと、表面がとても硬くな

りますことから、子どもたちが転んでしまった場合などに、大きな怪我につながっ

てしまうことも懸念されるところであります。 

また、これらの舗装材は、公園内の広場などで使用する通常の土と比較しますと、

割高となりますことから、ご提案をいただきました３箇所の公園を舗装するために

は、多くの経費が必要となってまいります。 
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いずれにいたしましても、防草を目的とした舗装につきましては、今後、公園利

用者に対する安全性や、舗装範囲、防草効果の持続期間などについて、調査、研究

してまいりたいと存じます。 

次に（２）でございます。 

地域に密着した公園につきましては、地域の皆様の生活に潤いや安らぎを与える

だけではなく、憩いや交流に役立つ場として、コミュニティの形成に寄与する地域

の財産であると考えております。 

そのようなことから、地域の皆様に公園を快適にご利用いただくために、定期的

に公園内の状態を確認し、必要に応じて、樹木の剪定や施設の補修等を行っている

ところでございます。 

こうした中、現時点では、鷲宮地区の公園における具体的な整備計画はございま

せんが、各公園における利用者のニーズに合わせまして、老朽化した施設の改修等

を行う際には、世代間の交流や、子育て世代の交流に寄与するような空間が創出で

きますよう、施設整備に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に（３）でございます。 

災害時における避難場所でございますが、市では、地震災害などを想定し、各種

災害ごとに安全性等に対する一定の基準を満たした施設を指定緊急避難場所に指

定しており、地震災害に関して、同避難場所となっている公園につきましては、県

営公園を含めまして、２９箇所でございます。 

ご質問の避難場所としての公園整備計画でございますが、現在、県立菖蒲高等学

校跡地において整備を進めております（仮称）菖蒲運動公園や、新たなごみ処理施

設と一体的な整備を計画しております（仮称）本多静六記念 市民の森・緑の公園

におきましては、災害発生時の炊き出しに活用できる「かまどベンチ」のほか、水

道などが遮断された場合でも使用できる「マンホールトイレ」、電気の供給が停止

した場合においても、照明と非常用電源が確保できる「太陽光発電照明灯」などの

設置を予定いたしております。 

今後につきましては、指定緊急避難場所に指定している公園をはじめ、地域に密

着した公園につきましても、改修等を行う際には、災害発生時におきまして、被災

者が一時的に避難してくることなどを想定した整備について、検討してまいりたい

と考えております。 

 

○折原優夏副議長 
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以上で、足立節子議員の質問を打ち切ります。 

次に、永園みずき議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １９番 永園みずき議員。   

 

〔永園みずき議員登壇〕 

 

○永園みずき議員 

１９番 永園みずきです。 

私が通っている久喜北陽高校では、音楽の先生の指導の下、各種行事で校歌を歌

う時には、元気いっぱいに大きな声で歌うことを目標にしています。始業式などの

前に校歌の練習をするのですが、最初はみんな恥ずかしがっているのかあまり声が

出てきません。 

しかし、何度も練習を重ねるうちに大きくなっていき式の本番では、とても大き

な声で校歌を歌えるようになります。校歌を何度も歌っていると、「この校歌の歌

詞はこんなことを言っているのだろうな」などと、段々と校歌の意味を考えて歌う

ようになっていきます。 

さて、久喜北陽高校の校歌の歌詞の２番には、「教への道のふるさとにその名も

ゆかし遷善館」という歌詞があります。普段、私たちが歌っている校歌にあるこの

「遷善館」とは、どういうものなのか私はまったく知りませんでした。一度気にな

りはじめると、気になってしかたがなくなってしまい、思い切って調べてみること

にしました。 

すると、遷善館は埼玉県域の教育機関の先駆け的な存在として江戸時代に作られ

たものであるという事がわかりました。現在、遷善館の認知度は久喜市民や久喜市

で学ぶ学生の間であっても、それほど高くないと思われます。まして、どういった

ものであったのか、ということになると私自身がそうであったように知る人は更に

少ないでしょう。遷善館という当時の教育の先駆け的な機関があったことは、久喜

市としてより大きくアピールしていくべきだと思います。それが、郷土の歴史文化

を大切にすることに繋がっていくことであるとともに、埼玉教育の先駆け地、久喜

市の使命だと言えると思います。そこでお伺います。 

（１）遷善館の概要について、久喜市内の小中高等学校、高齢者大学などで学 

ぶ機会を作ることは可能でしょうか。 

（２）久喜市のホームページでは、久喜小学校、本町小学校、久喜中学校の校 
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   歌の歌詞の中に「遷善館」があると書かれていますが、久喜北陽高校の 

校歌の中にもあるので、是非併記していただけませんか。 

  最後に私たちが学んでいる久喜北陽高校の周りも、昔と比べるとずいぶんと様変

わりしたと聞いたことがあります。久喜北陽高校で学ぶ人、久喜市で働く人、久喜

市に住んでいる人、建物や景色は変わっていっても、これまで久喜市を支えてくれ

た多くの方々がいたからこそ、今、私たちは久喜北陽高校で学ぶことが出来ている

のだと思います。そう考えると、未来の久喜市のためにも郷土の歴史、文化を継承

していくことは非常に大切なことであると思います。 

私の質問は以上です。 

 

○折原優夏副議長 

  永園みずき議員の質問に対する答弁を求めます。 

教育長。 

 

 〔柿沼光夫教育長登壇〕 

      

○柿沼光夫教育長 

永園みずき議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

遷善館は、江戸時代後期の享和３年（１８０３年）に代官であった早川八郎左衛

門正紀が、幕府の許可を得て設立した郷学という、武士のための藩校と一般庶民の

ための寺子屋の中間に位置する官民一体となった旧久喜町内に設立された教育機

関であります。その建学の精神は、「父父たり、子子たり」とそれぞれに人と人の

道を学び善に移り住む人倫の道を教えています。  

遷善館につきましては、市内小学校３・４年生の社会科で現在使用している副読

本「わたしたちの久喜市」の中で、中島撫山先生とともに取り上げております。ま

た、市内では、久喜小学校、本町小学校、久喜中学校の校歌の歌詞の中に、「遷善

館」のことばが含まれ、その精神が歌い継がれているところでございます。 

今後も、郷土を大切にする心を育成するため、社会科の授業等を通して、小中学

校において、「遷善館」について学ぶ機会を確保してまいります。 

また、市民大学では、「久喜の教育」の講座において、｢遷善館」の歴史や関わっ

た人物等についての学習を行っております。高齢者大学では、現在「遷善館」を扱
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った講座はございませんが、「郷土愛を深める学習」を柱の一つに学習プログラム

を計画しておりますことから、今後講座に取り入れていくことは、可能であると考

えております。 

なお、本市では生涯学習出前講座という、市職員が講師となって団体・グループ

等に出向いて講座を行う事業がございます。 

「遷善館」につきましても、教育委員会の文化財保護課の職員が市民の皆様のも

とに出向いて、お話しすることもできますので、是非ご活用いただきたいと思いま

す。 

 次に（２）でございます。 

本市では、「広報くき」の毎月１日号に「久喜歴史だより」を掲載して、市民の

皆様に市の歴史や文化をわかりやすく紹介しているところでございます。平成２３

年１１月から連載をはじめて、今年の１０月で７２回となりました。 

また、その内容につきましては、広く市内外にも情報発信するため、市のホーム

ページやフェイスブックにも掲載しているところでございます。 

今回ご質問をいただきました「遷善館」につきましては、平成２７年３月１日号

の「広報くき」に第４１回として掲載をしています。 

この記事では、「遷善館」の言葉が含まれている校歌として久喜小学校、本町小

学校、久喜中学校という市内小中学校の３校をあげていたところでございますが、

ご指摘をいただきました埼玉県立久喜北陽高等学校の校歌にも「遷善館」の言葉を

確認させていただきましたことから、早速ホームページに追記をさせていただきま

した。 

今後も、郷土の歴史・文化についてお気づきの点がございましたら、お気軽に文

化財保護課又は郷土資料館等へお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、永園みずき議員の質問を打ち切ります。 

次に、佐々木伸世議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １５番 佐々木伸世議員。   

 

〔佐々木伸世議員登壇〕 

 

○佐々木伸世議員 
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１５番 佐々木伸世でございます。久喜市の「教育」について伺わせていただき 

ます。 

私は、鷲宮青少年育成推進協議会の推薦で、この場にまいりました。せっかく頂

戴した機会でございますので、子どもたちの未来のために教育について伺わせてい

ただきたいと思います。 

つきましては、少し漠然とするのですけれども、市の教育精神の根幹を担ってお

られます市長、教育長のご姿勢、信条というものを教えて頂きたいと、これから５

つほど質問をさせていただきます。 

（１）「教育」についてお二方の信念、理念をお聞かせください。 

（２）人生の中で「座右の銘」とされていることをお二方よりお聞かせください。 

（３）教育長にお伺いします。この度、改定される学習指導要領について、改定 

の重要ポイントはどのようなことであるか、それからその意義、そして、 

そのことを教育現場で浸透させていくのには、どのようになさってくださ 

るか、そして、より有効的な実践をどのようにしてくださるかということ 

をお聞かせください。 

（４）市長にお尋ねいたします。私は市政において「教育」の充実というものは 

その市政の成熟度につながると思っております。ひいては、また、市民の 

幸せ感に伝わるのではないかと思っております。市政の中で、久喜らしい 

教育というものが、市長にとってどのような存在感と申しますか、位置付 

けと申しますか、お考えをお聞かせください。 

（５）質問者が２３番目ともなりますと、皆さまいささかお疲れではございませ 

んか。それでこのあたりでちょっと緩やかな、ふんわりとした質問を大真 

面目にさせて頂こうと思います。色やお花のお好みというものは、その方 

のお人柄やまとっておられる雰囲気感を自ずと語ると聞いております。 

そこで、冒頭にも申し上げましたけれども、このお伺いをしますのは“長” 

でおられるお二方の生きるご姿勢や行政感覚に繋がるのではないかと信 

じまして、大変恐れながら伺わせていただきます。市長、教育長ドキッと 

なさいませんように。 

お好きな色、お好きな花は何でいらっしゃいますか。 

迷われましたら、二つぐらいの回答はお受けいたします。市長や教育長が 

どんな色、どんなお花をおっしゃるかと大変楽しみにまいりました。 

  私の質問は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○折原優夏副議長 

  佐々木伸世議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

 佐々木伸世議員の（１）（２）（４）（５）のご質問に順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

 私は、教育は国家の基いであり、都市の基盤整備の中で最も重要なものであると考

えています。全ての国家の事業は、健全な教育があってはじめて成立するものであり、

そのことは都市においても同様であると思います。現在及び将来の久喜市を支える人

材の育成があって、はじめて久喜市のさまざまな事業の展開ができると信じています。 

今日、我が国においてはグローバル化のさらなる進展や絶え間ない技術革新、急速

な少子高齢化が進行しております。まさに、先行きが予測しづらい時代といってよい

と思います。このような時代だからこそ教育の重要性が増していると思っております。 

 平成２７年４月１日に教育委員会制度が改正され、教育に関する「大綱」を市長が

定めることになりました。 

改正前まで、我が国においては市長の立場から見ると教育部門への予算付けをしても、

具体的な教育の中身については口が出せない、出しづらい、そのような制度でありま

した。私はこのことについては甚だ疑問に感じておりました。そこで、この度の改正

を機に、江戸時代末期頃に設立された郷学「遷善館」以来の教育先進都市・久喜市と

しての歴史、誇りを踏まえ、未来を担う子どもたちをはじめ、すべての市民が心豊か

で郷土に愛着を持てる教育の一層の充実を期して、「未来を拓く、心豊かな久喜の人

づくり」を基本理念とする「大綱」を定めました。基本的な方針といたしましては、

１「『総合的な人間力』をもった次代を担う子供たちの育成」、２「絆を深め、地域社

会と連携した教育の推進」、３「郷土を愛し、生きがいのもてる生涯学習社会の実現」

を掲げたところでございます。 

次に（２）でございます。 

 私の座右の銘は、「大樹深根 良樹細根」でございます。 
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「大樹深根」とは、土の中に根をしっかり、深く、太く張ることにより、木は見上げ

る程大きく成長し、大樹といわれる素晴らしい木となります。 

「良樹細根」とは、良樹といわれる木は土の中に細かく根を張りめぐらすことにより、

枝葉が良く茂る美しい木となります。 

 私は、大樹と良樹の特色を合わせ持つことが自分自身にできるよう、また、それを

理想として、市政運営に取り組んで参りました。 

 これからも座右の銘として、時おりこの言葉を思い出し、自分への励ましの言葉、

戒めの言葉として参りたいと存じております。 

次に（４）でございます。 

久喜市らしい教育として２つ紹介します。 

１つ目は、生きがいや潤いのある学びを実現している久喜市の生涯学習の取組みで

ございます。特に、長い歴史をもつ４年制の「久喜市高齢者大学」、豊富な講座で学ぶ

２年制の「久喜市市民大学および大学院」は全国的にも誇れるものでございます。 

両大学はこれまで多くの卒業生を輩出し、その方々は、「放課後子ども教室ゆうゆ

うプラザ」あるいは「久喜市民まつり」や地域コミュニティづくりの中核として活躍

するなど、市民参加の「豊かなまちづくり」の推進役を担っていただいております。 

２つ目は「学校、家庭、地域との連携」の取組みであります。学校と家庭と地域は

各々が協力し、子供たちの教育にあたることが重要であります。 

そのような中、久喜市では、今年度からすべての小・中学校が、地域とともにある

学校「コミュニティ・スクール」となりました。これは、学校と家庭・地域が共通の

目標をもち、主体的に役割分担をしながら教育の質的向上を目指すものでありまして、

市内全校での取組みは、埼玉県内では初めてでございます。 

学校教育につきまして、これまでも全校・全教室へのエアコンの設置、タブレット

型ＰＣの導入など、子どもたちが勉強に集中しやすいように教育の充実に向けた先進

的な様々な取組みを進めてまいったと自負をしております。これからも、さらなる教

育の充実を図るために、教育環境の整備については、情熱をもって全力で取り組んで

参ります。 

 次に（５）でございます。 

 まず私の好きな色は「青」でございます。今日のネクタイとは違いますけれども、

昨日まではずっと青でございました。 

 私は、「青」というと、真っ先に「空」、「海」が目に浮かびます。 

 広く高い空や澄みきった広く深い海をイメージさせる「青」は、いつも私を崇高で
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新鮮な気持ちにさせてくれます。 

 また、「青」には「落ち着き」や「まっすぐ」というものを感じており、「冷静な判

断力で決断し、迷わず突き進む」というようなポジティブなイメージが、私には膨ら

んでまいります。 

 さらに、「青」という色には、「青春」、「若さ」、「新鮮さ」といったイメージがあり、

「青」は｢フレッシュで元気｣な色という印象を持っています。これらのことから私は

「青」が好きでございます。 

 次に私の好きな花でございます。私は花が大変好きでございまして、好きな花は

色々ございますが、ひとつあげるとすれば「かすみ草」でしょうか。 

「かすみ草」は、アジアから地中海沿岸まで広く分布し、無数の白い小花をふんわ

りと咲かせ、満開を迎えた時の様子が霞のように見えることから「かすみ草」の名が

ついたといわれております。 

また、英名では「Baby’s breath(ベイビーズブレス)」。直訳すると「赤ちゃんの吐

息」又は「少女の吐息」というのだそうです。 

「かすみ草」の花の形が赤ちゃんのあるいは少女の愛らしさや清い心、無邪気な様

子を連想させ、「清らかな心」「無邪気」といった花言葉の元となっており、小さくて

可憐な花を咲かせ、切り花や花壇、鉢植え等、わき役として最も多く使われている花

が「かすみ草」であります。色鮮やかな花を、小さな星のかけらのような花姿で引き

立たせることができるほか、結婚式のブーケなどに代表されるように「かすみ草」だ

けでも清楚な美しさを示すことができる花であると思っております。 

他の花を引き立たせるとともに、自分自身もしっかり主張できるところがあること

から、数ある花のなかでも「かすみ草」が好きであります。 

 

○折原優夏副議長 

教育長。 

 

 〔柿沼光夫教育長登壇〕 

      

○柿沼光夫教育長 

市長に引き続き、佐々木伸世議員の（１）（２）（３）（５）のご質問に対して順

次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 
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教育は「国家百年の計」と申しますが、先を見通すことが難しい時代を迎え、教

育に携わる者の「覚悟」と言いますか「矜持」が問われているように思います。 

日本の初代文部大臣に就任した森有礼は、職員に対し、文部行政の責任の重大さ

を説いた「自警」の最後で、「以って、その職に死するの精神覚悟を要す」と述べ

ています。 

これは、今の文部科学省に受け継がれ、省内に掲げられていますが、厳しい時代

を生きる子どもたちの教育に携わる者は、教職の意義を深く理解し、日々子どもた

ちと真剣に向き合っていかなければならないと考えています。 

次に（２）でございます。 

私の座右の銘は、「人間到る処青山あり」でございます。 

これは、幕末の僧、月性の言葉で、世の中は広く、死んで骨を埋める場所ぐらい

どこにでもあるのだから、大望を成し遂げるためなら、どこにいても、いきいきと

活動し仕事をしなさい、与えられた職を全うしなさい、という言葉でございます。 

次に（３）でございます。 

今回の学習指導要領の改訂は、２０３０年の社会、そしてさらにその先の時代を

生きる子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成するこ

とを目的に改訂されたものであります。地域社会と共有し連携する「社会に開かれ

た教育課程」をスローガンとして、グローバル化や情報化の急速な進展に対応でき

る確かな学力を育成すること、豊かな心や健やかな体を育成することを基本的な考

え方としております。 

こうした新学習指導要領の考えは、各学校が長年にわたり積み重ねてきた教育実

践や学術研究の蓄積を生かし、それを高めていくもので、教育における「不易」と

「流行」を踏まえているものと捉えています。 

具体的な改定として３点申し上げます。 

１点目は、主体的・対話的で深い学びを実現するための授業改善であります。学

校訪問や研究授業において指導主事が指導するとともに県や市の研究委嘱校の成

果を広めてまいります。 

２点目は、小学校高学年において新設されます外国語科（英語科）への対応です。

英語教育についての指導力を身に付けるための研修の実施や外国語指導助手ＡＬ

Ｔの確保をすすめてまいります。 

３点目は、プログラミング教育実施に向けての対応です。指導計画の作成、ロボ

ット教材の確保、プログラミングについての指導力を身に付けるための研修の実施
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に取り組んでまいります。 

次に（５）でございます。 

私の好きな色は「ネイビーブルー」、好きな花は「桜」であります。 

「ネイビーブルー」は、一般に濃い青色のことで、和名の紺色に近い色でござい

ます。 

海や空のイメージから無限の広がりを感じる青は、精神統一と集中を助け、進む

べき道を思い出させてくれる色でございます。感情に走らず、理性的になる青の力

は目標までやり抜く意志の強さを与えてくれると感じています。 

「桜」は日本人に、そして日本文化に馴染みの深い植物です。桜は春の象徴、花

の代名詞として和歌、俳句をはじめ文学全般において非常によく使われており、現

代でも多くの音楽、文化作品が生み出されております。 

桜の花言葉は「精神の美」「優美な女性」ですが、西洋では「優れた教育」とい

う花言葉がございます。日本でも、里桜や八重桜の花言葉は「豊かな教養」「善良

な教育」でございます。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、佐々木伸世議員の質問を打ち切ります。 

次に、小林芽美議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １１番 小林芽美議員。   

 

〔小林芽美議員登壇〕 

 

○小林芽美議員 

１１番 小林芽美です。ＮＰＯ法人チャレンジを代表してまいりました。 

私は、特別なニーズを持つ子どもたちを支えるネットワークづくりについての質

問をいたします。 

私にはダウン症をもつ息子がおります。息子は、小中学校、地域の普通学級、支

援学級で過ごしました。特に中学時代は校長先生、担任の先生はもとより、学校全

体で支援してくださいました。クラスメイトにも恵まれ、私たち親子は阻害される

ことなく、みんなの中で大きく成長しました。私自身もまた、同じ立場の親たちの

会に参加し、支えあいながら生きてきました。多くの人たちに支えられながら、私

たち親子は幸せに過ごしてきたと思います。 
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このように理解され、支えられるなら歳をとっても、たとえ障がいをもったとし

ても一人ひとりが人として尊重され、大切にされる地域社会を作っていくことは可

能だと信じて、障がいのある人の自立と共生社会の実現を願い、昨年の４月、共に

活動してきた母親たちで、ＮＰＯ法人チャレンジを設立しました。 

そして、昨年の１２月、久喜市女と男の共生セミナー委託事業として、映画「み

んなの学校」の上映会を開催しました。この映画は、障がいがあったり、さまざま

な問題を抱えている子が、排除されることなく、先生は子どもと向き合い、地域の

人たちは子どもを支え、みんなが成長していくという姿を描いた大阪の公立小学校

のドキュメンタリー映画です。上映会の日はとても寒い日でしたが、たくさんの方

たちが来てくださり、子ども達や学校、教育に対して関心を持っておられる方がこ

んなにもいらっしゃるのだと実感いたしました。 

そして私は、子どもがどんな大人に出会うかによって人生が大きく変わると思い

ました。現在の社会において、貧困、虐待、いじめ、自殺、不登校、障がいなどで

生きづらく感じている子どもたちが増えていますが、親たちもまた、困難を抱え窮

している場合も多いのです。 

今こそ、たくさんの目で子どもたちをしっかり見つめ、学校と地域が一体となり

育てていく必要があると感じています。せめて、排除しない地域、学校であってほ

しいのです。 

おりしも久喜市は、今年度から、コミュニティ・スクールが市内全校で実施され

ました。私の地域でもコミュニティ・スクールについてのアンケートが配布された

ところです。地域と学校が一体となり、子どもたちを育む環境が整えられようとし

ています。それは、とてもとても嬉しく喜ばしいことです。 

そこで、私は普段置き去りにされやすい特別なニーズをもつ子供たちを支える、

学校と地域のネットワークづくりについて質問します。 

（１）特別なニーズをもつ子どもたちへの支援を学校運営協議会では、どのよう 

に協議されていますか。 

（２）子どもたちの実態を知るためには、学校運営委員の人選が大切だと思いま 

す。ニーズ把握のための人選の工夫がありますか。 

（３）子どもや保護者が困った時、相談できる最も身近な場所がさわやか相談室 

ですが、学校によってはあまり活用されていないように思います。相談員 

は学校にいて、子どもの状況を観察しながら、保護者に寄り添い、校内で 

のコーディネーターの役割を果たせる重要な位置ではないかと考えてい 
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ますが、いかがでしょうか。 

最後に、子供たちは限られた環境の中で精一杯生きています。その環境を作るの

は大人たちです。短い子ども時代、その子ども時代のより良い体験や幸福感は、人

生の宝物です。これからの時代を生き抜き、未来の社会を創っていく子供たちをい

かに育むか大人としての責任が問われます。子どもは、学ぶ大人を尊敬します。映

画「みんなの学校」では、先生同士が学びあい、障がいのある子どもから学びとっ

ている姿もありました。大きく変容し多様化していく、これからの時代、私たちが

経験しない未来が待っています。子供たちが主体的で対話的な深い学びができるよ

う、大人たちが変わっていく必要があります。 

私は久喜市のコミュニティ・スクールが、名前だけにならず子どもたちの生きる

力と希望を与えられる拠点になることを願って質問を終わります。以上です。 

 

○折原優夏副議長 

  小林芽美議員の質問に対する答弁を求めます。 

教育長。 

 

 〔柿沼光夫教育長登壇〕 

      

○柿沼光夫教育長 

小林芽美議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

久喜市内の全ての小・中学校に、本年度から学校運営協議会が設置され、コミュ

ニティ・スクールとしてスタートしました。 

学校運営協議会では、学校の抱えている課題や児童生徒に育てたい力なども含め

て、課題を広く議論し、解決へ導こうとする「地域とともにある学校」づくりを目

指しています。 

特別な支援を必要とする子どもたちを含めた一人ひとりを大切にする教育のあ

り方は、学校教育の基本となるものであり、大変重要であると認識しております。

学校運営協議会は平成２９年４月に始まったばかりですが、協議については各学校

の実態に合わせ、それぞれの学校の現状や児童生徒の状況、保護者や地域の願いな

どを中心に進められています。 

今日インクルーシブ教育の推進が課題となっている中、各学校では特別に支援を



96 

 

必要としている子どもたちに関しても、どのような支援体制が必要か、学校ができ

ること、家庭ができること、地域ができること、そのネットワークづくりなどの議

論がさまざまな課題とともに協議されるものと考えています。 

次に（２）でございます。 

学校運営協議会の委員は校長の推薦を受けて、教育委員会において委嘱を行って

おります。久喜市では、区長・自治会長や民生児童委員、保護者、ゆうゆうプラザ

実行委員、学校応援団の方など、学校内外の様々な場面で子どもたちにかかわって

いる方に委員をお願いしています。それぞれの立場で協議会に参加し、地域の多様

なニーズを反映させるため学校運営協議会での協議をすすめています。 

なお、人選が固定化しないよう本市では２年間の任期で委嘱をお願いしておると

ころでございます。 

次に（３）でございます。 

急速な情報化や技術革新などの社会的変化は、学校・家庭・地域の在り方等、子

どもたちを取り巻く環境にも影響を与えております。そのため、子どもたちが生き

ていく上で抱える問題も複雑化・多様化しており、特に中学校に設置されているさ

わやか相談室は大変重要な役割を果たす場所であると考えています。 

さわやか相談室は、いじめ・不登校や友人関係、学習など、子どもや保護者の悩

みの解消をはかるため、市内全ての中学校に設置されております。 

平成２８年度、本市のさわやか相談室全体での相談件数は、３，６７９件、電話

相談件数は６９８件と多くの相談を受けています。 

しかし、年間７６２件の相談があった相談室もあれば、３６件と少ない相談室も

ございます。これは、生徒数による違いもありますが、学級や相談室の相談員の取

組み方の違いがあるものと考えます。 

児童生徒に悩み事が生じたとき、いつでも気軽に相談に応じられる体制をつくり、

教員とは異なった立場や視点で児童生徒や保護者の相談に応じられることが重要

であります。 

そこで、教育委員会では、平成２８年１０月から国の「いじめ対策・不登校支援

等推進事業」を活用し、児童生徒の個々の状況に応じて、初期の段階での適切なア

セスメントが行えるよう、他市に先駆けて心理専門員を新たに配置し、一人ひとり

の児童生徒のニーズに合わせた相談体制を充実させるよう進めています。 

また、平成３２年４月の開設に向け（仮称）子育て教育センターの整備が進めら

れておりますが、このセンター設置に合わせ、関係各課や専門機関と一体となった
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対応が可能となる相談機能体制の構築に取り組んでいるところでございます。 

今後も、一人ひとりに寄り添った教育相談体制を充実させてまいります。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、小林芽美議員の質問を打ち切ります。 

次に、山中虹依議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ２４番 山中虹依議員。   

 

〔山中虹依議員登壇〕 

 

○山中虹依議員 

２４番 山中虹依です。久喜市の景観の形成について質問します。 

私は、久喜市で生まれ育ち１８年が経ちました。新しい駅前通りが出来たり、圏

央道が出来たり、どんどん交通の便が良くなり発展してきました。 

しかし、商店街にはあまり代わり映えがなく、活気が見られません。７月に行わ

れる自慢の提燈祭りの盛り上がりを街全体に広げ、元気な街、自慢な街になれるよ

うに願っています。６月頃、テレビで久喜市の特集番組が放映され視聴しました。

その時、私は正直やめてほしいと思ってしまいました。それは、行ったことのない

ようなお店が紹介されていたり、店構えが綺麗とはいえないお店が紹介されていた

りしたからです。 

さらには、１番のメインの紹介が鷲宮地区だったからです。私はテレビで伝える

ほどでもない内容に思えてしまいました。 

しかし、久喜市の街並みは昔からの商店街があり、魅力的に思っております。 

例えば、駅西口周辺の私のおばあちゃんの頃からお世話になっている塩あんびん

の古いお店などがそうです。景観が良いとは言えませんが、とても思い入れのある

街並みです。 

久喜市総合振興計画の施策の１つに「美しい景観の形成」とあります。内容は、

市民や企業等の景観保全意識を作り上げていくとともに、景観を乱す恐れのある建

物や野立て看板に対する規制など、美しい田園風景や歴史的景観の保全に努めると

いうものです。 

この美しい景観の形成の取組みに、久喜市の自慢である提燈祭りのコース周辺の

景観づくりを含めてほしいと思い質問をします。 



98 

 

（１）提燈祭りのコースなど久喜駅周辺をより良い景観にするにあたって、商店 

街の外装工事など何か取組み予定はありますか。 

（２）電柱を地下に埋めるなどで、景観を美しくするという取組みは可能で   

すか。 

交通機関の整っている久喜市なので、より多くの人に立ち寄ってもらえる、行っ

てみたい町、行きたい町、住みたい町と思えるような景観の美しい活気のある街に

なってほしいと思います。いつか私の子どもにも、お母さんの生まれ育った久喜市

を自慢できる街、そのような街であってほしいと思います。以上です。 

 

○折原優夏副議長 

  山中虹依議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

山中虹依議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

久喜提燈祭り「天王様」は、久喜市の夏を彩る代表的な祭りで、２３０余年の歴

史と伝統を誇り、毎年７月１２日と１８日に久喜駅西口市街地を中心に盛大に開催

されます。 

各町内から山車が繰り出され、昼は、人形や彫刻などの飾り付けをした華やかな

人形山車として、夜には、“関東一”といわれる勇壮な提燈山車に様変わりし、賑

やかなお囃子の音色に乗せて各町内を曳き廻します。 

特に今年は、「アド街ック天国」のテレビ放送もありまして、平日にもかかわら

ず、市民の皆様をはじめ、県内外から大勢の方々にお越しをいただき、迫力ある勇

壮な山車に、来訪された皆様は大変驚いておられましたし、また楽しんでおられま

した。 

本市では、久喜提燈祭りを、市ホームページや新聞広告、久喜駅西口駅前広場か

ら中央公民館までの２０ｍ道路に、ＰＲ看板を常設するなど、貴重な観光資源とし

て、情報発信に努めております。 

本市では、商店会が実施する街路灯、防犯カメラ、地域美化のための植物の設置
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などの環境整備や各種イベントなどに対して補助金を交付するほか、商店を改修す

る際にも利用可能な融資制度を設けるなど、各種支援を行っております。 

山中議員からご提案をいただきました、提燈祭りのコースなど久喜駅周辺をより

良い景観にするために、商店街の外装工事を実施することは、本市の施策のひとつ

であります、美しい景観の形成や、地元商店街の活性化につながる取組みであると

考えております。 

現在、久喜提燈祭りで山車が運行されるコース周辺の壁面・色彩などに調和を持

たせ、統一性のあるまちづくりの具体的な計画はございませんが、商店街が自ら外

装工事などを実施する際には、できる限りの支援をしてまいります。 

次に（２）でございます。 

私は今年の８月に世界陸上に出場した川内優輝選手の男子マラソンの応援のた

め、ロンドンに行ってまいりました。ロンドンの街に立ちますと、まずコンビニエ

ンスストアはまったくありません。電信柱も１本もありません。コンビ二と電信柱

がないと、こんなにも街の景観が違うものかと改めて感じました。また、参考にも

なったわけでございますが、電柱や電線を地中化していく取組みにつきましては、

道路の空間が広く使用できるようになりますので、道路から見上げた景色がすっき

りといたしますことから、電信柱を地下に埋めることにつきましては、良好な景観

の形成が図られるものと考えております。 

また、地震等の災害時において、電柱の倒壊がなく道路のもつ本来の機能が失わ

れることがなくなります。 

このようなことから、本市におきましても、こうした取組みを推進することは、

より良い景観の形成を図ることや、道路の適正な管理を行うために、有効な対策で

あると考え、これまでに、久喜駅西口駅前広場から中央公民館までの２０ｍ道路、

あるいは、南栗橋駅西口の駅前通りにおいて、電柱や電線の地中化を実施したとこ

ろでございます。 

このような中、国におきましては、道路から電柱や電線を無くしていく取組みを

さらに推進するため、「無電柱化の推進に関する法律」を平成２８年１２月に制定

しておりまして、今後、都道府県や市町村が取り組む具体的な内容について、国か

ら示される見込みとなっております。 

しかしながら、道路から電柱や電線を取り除くためには、さまざまな問題がござ

いまして、まずは、沿線の住民の皆様や電力会社などの関係事業者から、ご理解を

いただくことが必要でございます。 
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また、電柱や電線を地中に設置するためには、設置スペースの確保や施工費に多

くの費用を要するほか、電力会社などの関係事業者におきましても、電線の地中化

等にかかる多くの費用を負担していただくことなどの課題がございます。 

ご質問の久喜駅周辺におきましても、電線等の設置スペースの確保や工事費用な

ど、多くの課題がございまして、現状では、電柱や電線の地中化を早急に実施する

ことは難しい状況でございます。 

今後につきましては、ただいま申し上げましたような国の方針もございますので、

国及び埼玉県の動きや、無電柱化の取組みが進んでいる他の自治体の状況を参考に

しながら、より良い整備方法などにつきまして、引き続き、調査、研究してまいり

たいと存じます。 

 

○折原優夏副議長 

以上で、山中虹依議員の質問を打ち切ります。 

これをもって、市政に対する質問を終結します。 

 

◎女性議会議長挨拶 

 

○折原優夏副議長 

これより、２０１７久喜市いきいき女性議会議長の挨拶をお願いいたします。 

 

〔永園みずき議長登壇〕 

 

○永園みずき議長 

皆様、こんにちは。議長を務めさせていただきました永園みずきです。 

本日ここに、２０１７久喜市いきいき女性議会が開催できましたことに対し、深く

感謝申し上げます。閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます 

現在、日本の市議会において、女性議員の比率が５０パーセントを超える市区は一

つもなく、政策目標である３０パーセントを現時点で達成できている市区は、４３市

区で、全体の５．３パーセントにとどまっております。 

一方、女性議員の比率が１０パーセント未満の市は２９４市で、全体の３６．２パ

ーセント、女性議員がゼロの市は５２市と、全体の６．４パーセントとまだまだ女性

が活躍できている場は少ないと思われます。 



101 

 

題名にもあるように、いきいきと女性が活躍できるよう、皆さまにご理解とご協力

を得て、今後も社会参加をしていきたいと思います。 

本日、一般質問という形で発表させていただきましたが、田中市長様、柿沼教育長

様からお話を伺い理解を深めることができました。 

私たちの要望や提案などを今後の市政に取り入れていただきますよう、心よりお願

い申し上げます。 

私たち女性議員２５名は、議会という場において、自分の考えや意見を述べる経

験をさせていただきました。この経験をこれからの活動に生かし、それぞれの場所

で活躍できたらと思います。 

終わりに、この度、女性議会の開催にあたりまして、田中市長様、柿沼教育長様

をはじめ、柿沼市議会議長様、女と男いきいきネットワーク久喜の皆様、さらには

市執行部の方々の温かいご理解とご支援を賜りましたことに心より感謝申し上げま

して、私の挨拶とさせていただきます。本日は、ありがとうございました。以上で

す。 

 

◎女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜会長挨拶 

 

○折原優夏副議長 

続きまして、２０１７久喜市いきいき女性議会の共催者であります女と男いき 

いきネットワーク久喜の倉持睦子会長の挨拶をお願いいたします。 

 

〔倉持睦子会長登壇〕 

 

○倉持睦子会長 

ただいま、ご紹介をいただきました、女と男いきいきネットワーク久喜会長の倉

持睦子です。２０１７久喜市いきいき女性議会の閉会にあたり、ごあいさつを申し上

げます。 

女性議員の皆様、本日は、大変お疲れさまでした。このような議場で発言されるこ

とは、とても緊張されたことと思いますが、こうしてお顔を拝見いたしますと、どな

たも充実感にあふれていらっしゃるように感じます。 

本日は、公募や団体からの推薦のほか、市内４つの高校から推薦された皆さんにご

参加をいただき、幅広い年代の皆様による女性議会となりました。 

ひと    ひと 

ひと    ひと 

ひと    ひと 
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女性議員の皆様のご質問は、それぞれの立場や実体験を踏まえた発言であり、女性

の市政に対する意識の高さを強く感じました。 また、堂々と発言される皆様の姿は、

本当にすばらしかったと思います。 

女性議員の皆様も、本日のこの貴重な体験を契機に、これまで以上に幅広い分野に

積極的に参加され、より一層ご活躍されますことを期待しております。 

また、この女性議会に共催団体として参加させていただきました「女と男いきいき

ネットワーク久喜」は、久喜市内で活動する女性団体及び各種グループや個人が相互

の交流、情報交換を通して、自らの力をつけ、エンパワーメントし、ゆたかな社会づ

くりを目指して、男女共同参画社会の形成に寄与することを目的にゆるやかなつなが

りにより活動している団体です。学習会の開催や会報の発行などの他に、男女共同参

画推進月間である毎年６月には、久喜市との共催により、男と女のつどいを開催させ

ていただき、多くの皆様に私たちの活動状況をご案内させて頂いております。 

本日も久喜市との共催により、この女性議会に参加させていただきましたことは、

私も含め、会員にとりまして、大変有意義な機会となりました。 

今後も引き続き、本日のような市との協働による事業を展開していくことが、男女

共同参画の推進を図る上で、市民の方により身近に感じてもらえるものと思っており

ます。 

最後に、この度の女性議会の開催にあたりまして、田中市長、柿沼市議会議長をは

じめ、柿沼教育長、市執行部の皆様方に厚くお礼申し上げますとともに、本日、ご参

加の女性議員の皆様の益々のご活躍とご健勝をご祈念申し上げ、女と男いきいきネッ

トワーク久喜代表の挨拶とさせていただきます。 

                         

◎閉会 

 

○折原優夏副議長   

これをもちまして、２０１７久喜市いきいき女性議会を閉議、閉会といたします。 

皆様のご協力ありがとうございました。 

 

○真田稔議会事務局長 

ご起立願います。お疲れ様でした。 

 

（終了 午後４時１０分） 

ひと    ひと 

ひと    ひと 

ひと    ひと 
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会議録署名議員の指名により署名する。 
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２０1７久喜市いきいき女性議会 議員名簿  (議席番号順、敬称略) 

番

号 
氏  名 

区

分 
所属団体名 質問事項 

1 
あだち せつこ 
足立 節子 

公

募 
 公園管理と災害時を想定した公園機能

について 

2 
あだち よしえ 

安立 恵重 
団

体 

久喜市栗橋連合婦人

会 

地域福祉・地域ボランティアの充実につ

いて 

3 
あらい まさみ 

荒井 昌美 
団

体 

久喜市に冒険遊び場を

つくる会 

久喜市の子どもの健全育成の取り組み

について(遊びの観点から) 

4 
おかだ ゆいな 

岡田 唯奈 
高

校 

県立栗橋北彩高等学

校 
防犯体制の強化について 

5 
【副議長】 
おりはら ゆうか 
折原 優夏 

高

校 
県立鷲宮高等学校 

久喜市の農業振興対策への取り組みに

ついて 

6 
かわぐち あやこ 

川口 綾子 
団

体 

久喜市栗橋連合婦人

会 
久喜市地域医療体制等の充実について 

7 
 かわむら あゆみ 

河村 亜弓 
公

募 
 小学校の施設整備について 

8 
きぶせ ゆきえ 
木伏 幸江 

団

体 

久喜市母子愛育連合

会 

久喜市の子育て支援の取り組みについ

て 

9 
きよの よしこ 
清野 芳子 

団

体 

久喜市食生活改善推

進員協議会 
久喜市の学校給食の委託について 

10 
くわばら としこ 
桑原 寿子 

団

体 

久喜市交通安全母の

会 
交通安全について 

11 
こばやし めみ 
小林 芽美 

団

体 
NPO法人チャレンジ 

特別なニーズを持つ子どもたちを支える

ネットワークづくりについて 

12 
こもりや  よしこ 
小森谷 嘉子 

公

募 
 鷲宮総合支所の女性トイレの改修につ

いて 

13 
さいとう としこ 

斉藤 寿子 
団

体 

久喜市久喜婦人会連

合会 
婦人会活動のさらなる充実のために 

14 
さかた ゆきえ 

坂田 幸江 
公

募 
 久喜市の防災に関しての取り組み方に

ついて 

15 
ささき    のぶよ 

佐々木 伸世 
団

体 

久喜市青少年育成推

進協議会 
久喜市の「教育」について 
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２０1７久喜市いきいき女性議会 議員名簿  (議席番号順、敬称略) 

番

号 
氏  名 

区

分 
所属団体名 質問事項 

16 
すぎた えいこ 
杉田 栄子 

団

体 
久喜市商工会 久喜市の観光振興対策について 

17 
たかぎ みか 

高木 美香 
公

募 
 久喜市の特別支援学級への取り組み方

について 

18 
たけい かなこ 

武井 加奈子 
公

募 
 市道久喜 11号線の安全対策について 

19 
【 議長 】 
ながその みずき 
永園 みずき 

高

校 

県立久喜北陽高等学

校 
遷善館認知への取り組みについて 

20 
なかはら きみえ 

中原 君江 
団

体 

久喜市民生委員・児童 

委員協議会 
地域コミュニティの場の整備について 

21 
なかむら ますみ 
中村 真須美 

団

体 
久喜おやこげきじょう 

久喜市の人権教育推進事業・人権尊重

事業の取組みについて 

22 
 ひびの   とみこ 

日比野 登美子 
公

募 
 コミュニティ活動の推進について 

23 
みよし みよこ 
三好 美代子 

公

募 
 久喜市の地域医療体制の充実な取り組

みについて 

24 
やまなか ななえ 
山中 虹依 

高

校 

県立久喜工業高等学

校 
久喜市の景観形成について 

25 
ゆずりは やすこ 
杠  泰子 

団

体 

久喜市栗橋手をつなぐ 

育成会 

障がい児者、その家族にとっての安心安

全な街づくりの更なる対策について 

 

 

 


