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質疑通告者一覧 

 

【議案第 １ 号 平成２９年度久喜市一般会計補正予算（第６号）について】 

通告第 ４ 号 春山 千明 議員 ･･･････････････････････････････････････････ １ 

通告第 ５ 号 猪股 和雄 議員 ･･･････････････････････････････････････････ １ 

通告第１１号 渡辺 昌代 議員 ･･･････････････････････････････････････････ １ 

通告第１６号 川辺 美信 議員 ･･･････････････････････････････････････････ ２ 

 

【議案第 ７ 号 平成３０年度久喜市一般会計予算について】 

通告第 １ 号 田中  勝 議員 ･･････････････････････････････････････････  ３ 

通告第 ３ 号 斉藤 広子 議員 ･･････････････････････････････････････････  ３ 

通告第 ４ 号 春山 千明 議員 ･･････････････････････････････････････････  ４ 

通告第 ５ 号 猪股 和雄 議員 ･･････････････････････････････････････････  ４ 

通告第 ６ 号 矢﨑  康 議員 ･･････････････････････････････････････････  ６ 

通告第 ８ 号 岡崎 克巳 議員 ･･････････････････････････････････････････  ６ 

通告第 ９ 号 戸ヶ﨑 博 議員 ･･････････････････････････････････････････  ６ 

通告第１０号 杉野  修 議員 ･･････････････････････････････････････････  ６ 

通告第１１号 渡辺 昌代 議員 ･･････････････････････････････････････････  ７ 

通告第１２号 石田 利春 議員 ･･････････････････････････････････････････  ８ 

通告第１３号 園部 茂雄 議員 ･･････････････････････････････････････････  ９ 

通告第１５号 貴志 信智 議員 ･･････････････････････････････････････････  ９ 

通告第１６号 川辺 美信 議員 ･･････････････････････････････････････････  ９ 

 

【議案第 ８ 号 平成３０年度久喜市国民健康保険特別会計予算について】 

通告第１１号 渡辺 昌代 議員 ･･････････････････････････････････････････ １１ 

 

【議案第 ９ 号 平成３０年度久喜市介護保険特別会計予算について】 

通告第 ５ 号 猪股 和雄 議員 ･･････････････････････････････････････････ １２ 

通告第１１号 渡辺 昌代 議員 ･･････････････････････････････････････････ １２ 

 

【議案第 １５ 号 久喜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例】 

通告第 ７ 号 丹野 郁夫 議員 ･･････････････････････････････････････････ １４ 

通告第１５号 貴志 信智 議員 ･･････････････････････････････････････････ １４ 

 

【議案第 １６ 号 久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例】 

通告第 ２ 号 岸   輝美 議員 ･･････････････････････････････････････････ １５ 

通告第 ５ 号 猪股 和雄 議員 ･･････････････････････････････････････････ １５ 



 

 

 

通告第 ８ 号 岡崎 克巳 議員 ･･････････････････････････････････････････ １５ 

通告第１６号 川辺 美信 議員 ･･････････････････････････････････････････ １５ 

 

【議案第 １７ 号 久喜市個人情報保護条例及び久喜市情報公開条例の一部を改正する条例】 

通告第１０号 杉野  修 議員 ･･････････････････････････････････････････ １７ 

 

【議案第 １８ 号 久喜市ごみ処理施設整備基本計画検討委員会条例】 

通告第１１号 渡辺 昌代 議員 ･･････････････････････････････････････････ １８ 

通告第１４号 宮﨑 利造 議員 ･･････････････････････････････････････････ １８ 

通告第１５号 貴志 信智 議員 ･･････････････････････････････････････････ １８ 

 

【議案第 １９ 号 久喜市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧

等の手続に関する条例】 

通告第１１号 渡辺 昌代 議員 ･･････････････････････････････････････････ １９ 

 

【議案第 ２１ 号 久喜市介護保険条例の一部を改正する条例】 

通告第１１号 渡辺 昌代 議員 ･･････････････････････････････････････････ ２０ 

 

【議案第 ３０ 号 久喜市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例】 

通告第 ８ 号 岡崎 克巳 議員 ･･････････････････････････････････････････ ２１ 

通告第１１号 渡辺 昌代 議員 ･･････････････････････････････････････････ ２１ 

 

【議案第 ３４ 号 路線の認定について】 

通告第 １ 号 田中  勝 議員 ･･････････････････････････････････････････ ２２ 
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○ 通告第４号 春山 千明 議員 

（１）民生費、保育所運営事業16,098千円のマイナス補正の説明を求める。 

 ア 経緯の説明を。 

 イ この補正による保育士不足の状況は。 

 ウ この補正の要因で生み出されてしまった保育環境のマイナス状況はどんなものがあっ

たのか。 

 

○ 通告第５号 猪股 和雄 議員 

（１）p38 子どものための教育・保育給付事業 ＋5350万円の内容を説明されたい。 

（２）p40 保育所運営事業 ▲1609万円の理由を説明されたい。 

   現場で必要な保育士が配置できなかったということか。だとすれば、保育士の不足にど

う対応したか。 

   この状態が続けば、今後も保育士が充足できず、必要な保育に対応できない事になって

くると思われるが、認識と対応方針を明らかにされたい。 

（３）p42 地域医療対策事業 ▲4791万円 済生会への補助金を支出しなかった理由を説明

されたい。財源としての特別交付税はどうなるか。 

（４）p48 佐間八甫線整備事業 ▲4425万円 今後の事業の見通しを明らかにされたい。 

    

○ 通告第１１号 渡辺 昌代 議員 

（１）P38 民生費 1社会福祉費 

    25 公的介護施設等整備補助事業37,589,000円がそのままマイナス補正となっている。 

説明をもとめる。昨年度と同じ金額での補正であるが、何か関連性はあるのか伺う。 

（２）P38 民生費 2児童福祉費 

11 ひとり親家庭自立支援事業が9,155,000円のマイナスとなった。母子、父子家庭の

方の職の安定、自立をするための必要な制度だが、平成29年度の取り組みはどうだったの

か。なぜマイナスになってしまったのか伺う。 

（３）P40 民生費 2児童福祉費 

    9 保育所運営事業が16,098,000円のマイナスとなった。昨年と同様のほぼ同じような

補正である。保育士は不足していて募集をしていると思うのだが、充当できなかったの 

か。保育所の運営はどうだったのか伺う。 

 

議案第 １ 号 
平成２９年度久喜市一般会計補正予算（第６号）につい

て 
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○ 通告第１６号 川辺 美信 議員 

予算書 P50～51教育費 

（１）教職員の多忙化の対策として、教職員の勤務状況を確認するタイムカードが導入されま

すが、タイムカードの運用と長時間在校している教職員への対応はどのように検討されて

いますかお伺いします。 
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○ 通告第１号 田中  勝 議員 

（１）Ｐ２６４ ８款土木費４項５目 事業番号２ 公園維持管理事業 委託料１,２０６万４ 

千円 

先日、公務で１日中外出した翌日の朝の事である。グラウンドの欅が強剪定され「棒」

になっていた。しかも、比較的ゆったり樹形を保っていた 駐車場内の欅の８本の全てが・

・・である。先の１１月議会で防球ネット側の欅の強剪定について、強く指摘したばかり

である。唯々愕然とした。このまま放置すると「市内の公園の樹木が棒だらけ」になって

しまう。所管の担当に管理について聞くと「指定管理者」だと言う。 

ここで伺う。管理の在り方については、当局の一定の指示があるものと考える。「あっ

ても、なくても問題は大きいが、なくて管理者が勝手に実施したのであれば大きな問題   

だ」。従って、剪定方法について「指示されたのか、なかったのか」明確にお示し願う。 

 

（２）Ｐ２６６ ８款土木費 ４項５目 事業番号６ (仮称)菖蒲運動公園整備事業（１億９,

９６０万円） 

菖蒲運動公園整備事業については、平成２７年の２月議会と平成２８年の９月議会にお

いて取組んでいる。平成２７年の２月議会では、「いつ、どこで、どのように造る。とし

た計画設計がなければ、予算額は算定出来ない」。とし、それぞれの事業額を聞いてい     

る。回答は、「造成に３，３００万円」 「広場整備に１億１，５５０万円」 「駐車場に

５，１５０万円」 「防火設備に５，０００万円」 「雨水貯留整備に５，０００万円」と

示された。そして、平成２８年の９月議会では、県から引渡（平成２６年）後、２年以内

に完了できなかった。指摘し、「供用開始は、いつ頃？」と聞いた。回答は、「平成３１

年に供用開始を見込んでいる」。である。ここで伺う。「今回の予算額の１億９、９６０

万円は、どの整備事業に該当するのか」 お示し願う。 

なお、「県とのお約束の時期が大幅に遅れたこと（約束は平成２８年５月）」につい      

て、見解をお示し願う。 

  

○ 通告第３号 斉藤 広子 議員 

「地域交流センター移転改修事業」について 

（１）「久喜市の学童保育事務所」は、どうなるのか。 

（２）現在、調理室の機能も新たな空き店舗でも確保できるのか。 

（３）「地域交流センター」は、団地の空き店舗 2か所を活用とあるが現在と同じサービスが 

継続できるのか伺う。 

（４）地域交流センター移転改修のスケジュールについて。 

議案第 ７ 号 平成３０年度久喜市一般会計予算について 
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○ 通告第４号 春山 千明 議員 

（１）Ｐ１９２あおば保育園移転改築事業 

   今の待機児童解消につながるような保育園となるのか伺う。 

 

○ 通告第５号 猪股 和雄 議員 

（１）（全体）  障害者雇用率の現状を説明されたい。（部局別、職員数・障害者実人数と    

率、換算人数と率、身体障害者、知的障害者、精神障害者の内訳） 

   法の趣旨に沿って、知的障害者、精神障害者の雇用を拡げていくことについての見解と

方針を明らかにされたい。 

   当局でどのように検討してきたか、課題は何か、具体的に示されたい。 

（２）（全体） 障害者優先調達推進法に規定されている障害者福祉施設の提供する物品・役

務の優先調達（29年度目標は物品123万、役務58万円）の見通しと30年度の計画を示された   

い。 

   ３年間の推移から、食料品・飲料、小物雑貨の減が大きい理由と、各品目ごとも含めて

今後の見通しを明らかにされたい。 

   30年度における法９条「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方 

針」および「調達の目標」を明らかにされたい。 

   法10条「障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努める」のこれまでの

実績と30年度の方針を明らかにされたい。大幅な拡大のためには何が必要と考えるか。 

（３）（全体） イクボス宣言にもかかわらず、市の男性職員の育児休業、介護休暇の取得は進

んでいない。29年度は１人だけ、通算８日間の取得にとどまり、新年度に予定されている

職員はいないとの答弁であったが、なぜ取得が進まないか。久喜市行政としては職員の自

主性にまかせるという姿勢か。これまでも求めてきたように、行政としての促進・奨励が

必要と考えるが、いかがか。 

（４）p.54 p.96 ふるさと納税の 29年度の実績と評価を踏まえて、30年度の見通し（目標）

と改善策を示されたい。 

    ふるさと納税寄付者を、単に返礼品目当ての応募者に終わらせない位置づけを考えるべ

きではないかと、これまで指摘し、要望してきたが、どのように検討されたか。 

    これまで何度か、「特別住民票」制度の創設を提言してきたが、最近、同趣旨の「ふるさ

と住民票」（構想日本の提唱）が拡大してきている。久喜市への応援団を拡げるという目的

を明確にした上で、「ふるさと住民票」を企画してはいかがか。 

（５）p.156 「障がい者のための防災マニュアル」の策定が予算化されているが、災害時に、

障害児者こそが真っ先に福祉避難所に入れなくてはならない。そのために、これまで行政

が福祉避難所に指定することを予定している施設とどのように協議しているか、現状と見

通しを明らかにされたい。 

    障害児者もまず一般の避難所に行ってから、福祉避難所に行くべきという方針か。「防災

マニュアル」にも、まず一般避難所に行くように書くのか。一般の避難所には入れない、
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あるいは行けない、行くのが困難な障害児者はどうしたらよいか。 

（６）p.180 児童福祉施設費 

     日経デュアルの「共働き子育てしやすい街ランキング 2017」のアンケート調査に対する

回答は、『2020年度末の待機児童ゼロ達成』は「やや困難」、その他の施策についてもたい

へん消極的な回答であった。「子育てしやすい街」を名実ともに充実させていく必要がある。 

    県内では人口 15万人以上の 11市中だけのランキングであるが、企画政策課に問い合わ

せても、他の市よりもどう優れていて１位になったのかの分析もできていないと聞いてい

る。久喜市の現状と県内での到達位置、課題を把握するためにも、きちんと分析するよう

求めるが、いかがか。 

    今年度または来年度には（または年次計画と目標を立てて）「待機児童ゼロ」を実現する

ことを宣言するべきであるが、いかがか。 

（７）p.246 など 道路破損や防犯灯故障など、インターネットを活用した市民通報システム

の導入について、これまでの議会答弁を踏まえてどのように検討を進めるか。担当課や職

員の監視だけでは対応し切れていないことはすでに明らかである。 

（８）p.218 ごみ処理施設基本計画の策定について【その大前提となる事項を本会議で確認し

たい】 

    新施設の稼働がＨ35年度に入るとすれば、衛生組合の解散時期の先送りをも考慮してい

るか。 

    ごみ処理施設の建設費はここ数年急騰しているが、これは 2020年東京オリンピックによ

る公共事業需要増という一時的要因によると考えられる。これまでの説明によると、新ご

み処理施設建設の事業者選定と契約は公共事業建設費高騰のピーク時にあたると考えられ

る。久喜市の財政負担軽減の観点から、新ごみ処理施設の建設を一定期間先送りするとい

う選択肢も検討する必要があるのではないか、見解を問う。市長の認識も求める。 

（９）p.218 し尿処理施設整備基本計画の策定について【その大前提となる事項を本会議で確

認したい】 

    基本計画策定の大前提である北本衛生組合との関係、規模、建設場所がいまだに明らか

にされていない。いまだに何も決まっていないのか、これらも計画査定の中で検討すると

いう位置づけか。 

 基本計画策定の議案審議の前提となるはずの「基本構想」も明らかにされていない。基

本構想はいつ明らかにされるか。その中で規模や場所等は明らかにされるのか。基本計画

の大前提として明らかにしていただきたい。 

    久喜宮代センターのし尿処理施設はＨ34 か 35 年度に終了となるが、それ以降の選択肢

は、①新規施設の建設、②八甫センターし尿処理施設の拡張、③北本衛生組合への移行の

３つである。その中で、②八甫処理施設の拡張が現実的な選択であると考えるが、計画策

定の大前提として見解を問う。 

 

○ 通告第６号 矢﨑  康 議員 

（１）Ｐ１９８ 自殺対策事業及び自殺対策計画策定業務委託料について伺う。 
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  ア どのような計画になるのか。（計画期間、策定経過、タイムスケジュールは） 

  イ 久喜市の現状についてはどうのように実態分析したか。 

  ウ 総合的な自殺対策となり関連諸制度の連携、体制は。 

  エ 日常活動で強化したいことは。 

（２）Ｐ２０６ 妊婦歯科健康診査事業 ５４万円について 

   実施機関・対象者・内容・費用・受診方法・受診場所は。 

 

○ 通告第８号 岡崎 克巳 議員 

（１）Ｐ１６「市たばこ税」減の理由と納税者への還元についてどのように考えているか。 

（２）Ｐ１２０「地域公共交通実証実験事業」 

  ア 利用状況により増車は考えられるか。 

  イ 行きと帰りの同時予約を可能とすべきだが。 

（３）Ｐ１９２「あおば保育園移転改築事業」 

  ア 今後のスケジュールは。 

  イ 保育園跡地の今後の活用は。 

  ウ 新園舎の建設規模と定員は。 

  エ 保育園専用の駐車場を確保しているか。 

（４）Ｐ２１２「新エネルギー導入事業」 

   Ｈ２９年度の申請者で補助をうけられなかった人も含んでの予算化か。 

（５）Ｐ２７２「消防団車輌購入事業」車輌配置はどこか。 

（６）Ｐ２７４「防災行政無線デジタル化更新事業」事業内容と難聴地域の対策は。 

（７）Ｐ３０２「幼稚園管理事業」中央幼稚園プールの撤去理由と今後の方針は。 

 

○ 通告第９号 戸ヶ﨑 博 議員 

Ｐ２５２ 土木費・道路橋りょう費 

（１）市道久喜２１１号線道路改良事業内容について伺う。 

（２）西堀・北中曽根線道路改良事業内容について伺う。 

   

○ 通告第１０号 杉野  修 議員 

（１）総務費 総務管理費 

   Ｐ９６ 東京理科大学跡地管理事業 ７６，７３９千円 

  ア 敷地全体や、個別の建物部分に関しては、管理手法が未だ定まっていない中での暫定

的な費用計算をしたと思われる。数字の積算の考え方、今後の管理の在り方、体制を伺

う。 

  イ すべての改修、移転が終わった後の、通常時における「未来創造プレイス」の管理運

営については、どのように検討されるのか伺う。また、ランニングコストが確定するの
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は何年度か、伺う。 

（２）農林水産業費 農業費 

Ｐ２３６ 農業センター撤去事業 ９９，６１６千円 

ア 撤去の目的は何か伺う。 

イ 跡地の測量業務の計上は、売却を前提としているのか伺う。 

（３）土木費 道路橋りょう費 

Ｐ２５２ 建築後退線買収事業が廃止となり、建築後退用地取得促進事業へと変わっ 

た。以下の点を伺う。 

  ア 変更の理由は。 

  イ これまでの「買収金」と、新「奨励金」のちがいは何か。 

  ウ 計算方法に違いはあるか。 

（４）教育費 教育総務費 

Ｐ２８２ 市立小・中学校学区等審議会運営事業 ７２０千円 

 市内３か所の小中学校で統廃合の検討が進められているが、今年度の検討について時間

的な目途（タイムスケジュール）、目標を伺う。 

 

○ 通告第１１号 渡辺 昌代 議員 

（１）Ｐ192 民生費 ２児童福祉費 

21 小規模保育改修等支援事業 

24 あおば保育園移転改築事業 

久喜市では待機児童（潜在的待機児童も含め）が増加してきている。これらは早急に対

応が求められる中、あおば保育園の改築と小規模保育事業所への予算化がされた。これら

について伺う。 

ア 改築予定地である地域交流センター、あおばっ子クラブ移転との関連も含め今後のス

ケジュールを伺う。 

イ 平成30年度の久喜市全体の保育定員はどうなるか伺う。4月当初での待機児童はどのよ

うに予想しているのか伺う。 

ウ 保育士の確保はどのような予定でいるのか伺う。久喜市全体としても伺う。 

エ 小規模保育改修等支援事業の支援内容と事業内容について伺う。 

（２）Ｐ218 衛生費 ３清掃費 

 4 し尿処理施設整備推進事業について事業計画を伺う。 

（３）Ｐ228 農林水産業費 １農業費 

   6 新規就農・担い手育成事業 

10 農産物ブランド化推進事業 

11 農業次世代人材投資事業 

   昨年度も同様の事業について取り組みを質疑したが、力を入れた推進の策は出ていなか

った。平成30年度も予算が少ないと感じるが、取り組み事業展開について説明を求める。

また、青年就農給付金事業から農業次世代人材投資事業へと変わりどのように取り組んで
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いくのか伺う。久喜市独自の取り組みも加え久喜の農業を守り生かして行くべきではない

か。 

（４）Ｐ240 商工費 １商工費 

6 企業等誘致事業は毎年その中身を聞いている。これまでの実績と平成30年度の新たな

企業誘致奨励金の内訳を伺う。また、雇用推進助成金、障がい者雇用促進助成金の実績と

平成30年度の計画も伺う。 

（５）Ｐ282 教育費 １教育総務費 

11 スクール・サポートスタッフ配置効果検証事業の検証とはどういう事なのか説明を

求める。また、現在、小規模の小学校では、児童数の減のためＴＴ教員配置がされなくな

ってしまった学校が出ている。教務主任や教頭先生が授業に出ざるを得なくなり激務が続

いている。この対応はサポート配置よりも先に改善をすべきと考えるがいかがか。 

 

○ 通告第１２号 石田 利春 議員 

歳入 P14 市民税 1個人 

（１）市税は全体で約222億を見込み、その内市民税は85億7500万で、市税の39%を占めてい  

る。どのように積算したのか伺う。 

P20 地方交付税 

（２）地方交付税 合併算定替えが進んでいる中前年度比4.8%増としている。その理由は。 

歳出 

P78  総務費 総務管理費  

（３）栗橋支所の総合支所の職員が合併時の１８４名から４１名へとなる中、「機能が強化さ

れる」との説明は理解しがたい。何をもって「機能強化」と言えるのか説明を。 

P134 総務費  

（４）通知カード・個人番号カード交付事業について伺う。 

ア 平成30年度通知カード・個人番号カード交付事業や、この通知にかかわる費用と合せ

て歳出全体ではいくらになりますか。 

イ 通知カード・個人番号カード交付事業に関するセキュリティ対策はどのようにされて

いますか。 

P336 教育費 保健体育費  

（５）学校給食センター整備事業は12000食を予定し、全久喜市の小中学校を賄うとしている。

以下伺う 

ア 建設に伴い栗橋地区で実施している自校方式による学校給食が消えることになる。学

校への説明、保護者への説明はどのように進めたのか伺う。 

イ 古河市においては、合併後給食センターを整備したが、自校方式を実施していた学校

はそのまま残している。その考えはないのか。 

ウ 統一してほしいとの声があったとするが、自校方式を実施している学校からその声が

あったのか伺う。 

エ 給食センター12000食 10年後、20年後の稼働率は、どれぐらいと見込んでいるか。 
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オ 厨房器具などの耐用年数はどれぐらいと見込んでいるか。 

 

○ 通告第１３号 園部 茂雄 議員 

（１）Ｐ２４０ 中小企業・小規模企業振興計画策定事業について、委託料５，５００千円を

計上しているが、計画策定についての概略を伺う。 

（２）Ｐ２４８ 2目道路維持費について、前年度△６４，４８１千円減の４０８，５４５千円

であるが、道路補修事業並びに道路ストック舗装修繕事業に於いて市民サービスを後退さ

せない事が可能か伺う。 

市内の道路を見ると一見して道路の本舗装が先送りしている状況が見受けられる。 

     

○ 通告第１５号 貴志 信智 議員 

（１）予算書284ページ英語教育指導事業について、ＡＬＴの増員計画、活用計画を伺う。 

（２）中学生学力アップ教育推進事業について以下伺う。 

ア 実施時間、回数はどのくらいか。 

イ 目指す「学力」の定義（定期テストに向けた対策をするのか、学び直しも含めた広い

復習をするのか） 

ウ 学習内容や単元は、教育委員会が主導するのか。各指導者の裁量になるのか。 

 

○ 通告第１６号 川辺 美信 議員 

（１）予算書 P268〜269 ８土木費 ５住宅費 １住宅管理費 

市営松永団地３号棟の建物解体が予算化されています。市営松永団地は大変老朽化し、

早急な対応が求められてきましたが、３号棟解体後の他の棟はどのような方向で進めてい

くのかお伺いします。 

また、建物解体後の跡地に新たに市営住宅を建設するのか、他の場所に新たに市営住宅

を建設する方針なのかお伺いします。 

（２）予算書 P272〜273 ９消防費 １消防費  

ア ２非常備消防費  ５消防団車両管理事業 

消防団車両には消火栓を示す住宅地図が常備されていますが、火災発生時に住宅地図

を広げて見る余裕がないと言います。一方の消防署所属の車両には、消火栓を示すカー

ナビが搭載されていると聞きます。消防団車両にも、消火栓を示すカーナビを常備すべ

きと考えますがいかがですか。 

  イ ３消防施設費  

    地下式消火栓を示す塗料が薄くなり見つけづらいと聞きます。消火栓は火災発生時に

速やかに見つけられる視認性が求められていますが、維持管理はどのように行っている

のかお伺いします。 

（３）予算書 P334〜337 10教育費 ６保健体育費 ４学校給食費 ４学校給食運営事業 
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鷲宮第１・第２学校給食センターの調理員が不足していると聞いています。一般会計補

正予算（第６号）においても、臨時職員の賃金6,719,000円が減額となっています。現在の

給食調理員の充足率はどのようになっていますかお伺いします。 
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○ 通告第１１号 渡辺 昌代 議員 

（１）P368 平成 30年度の被保険者数・世帯数の見込み数を伺う。退職被保険者数について

も伺う。また、加入者一人当たりの平均税額・平均所得を伺う。 

（２）P370 国庫支出金 １国庫補助金 

平成 30年度からは財政調整交付金は直接県へ支払われることになる。これまで約 9％が

補助されていたと思うが、ほぼ同額（割合）が県に交付されるものと理解していいか。 

（３）P370 県支出金 １県負担金・補助金 

    保険者努力支援金分 47,524,000円の支援項目等の説明を求める。 

（４）P374 繰入金 １一般会計繰入金 

   5その他一般会計繰入金は 83,315,000円と昨年度と比べ 1億 3,118万 6,000円も減額さ

せた。１億円にも届かない金額である。この説明を求める。 

（５）P382 保険給付費 １療養諸費 ２高額療養費 

   保険給付費がほとんど減額となっている。医療費の伸びはどれくらいと見込んだのか。 

減額の要因を伺う。 

（６）P390 保険事業費 １特定健康診査等事業費 

   １特定健康診査事業の目標受診率はどれくらいとしたのか。また、これまでの受診率は。

平成 30年度のさらなる向上を望むがどのような計画なのか伺う。 

 

 

  

議案第７２号 
（仮称）久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例検討

委員会条例 
議案第８号 平成３０年度久喜市国民健康保険特別会計予算について 



 

12 

 

 

○ 通告第５号 猪股 和雄 議員 

（１）地域支援事業、新しい総合事業に移行したが、久喜市は訪問型サービス、通所型サー

ビスとも、緩和した基準によるサービスＡ、住民主体のサービスＢも実施しないで先送

りされた。制度改正の趣旨としては、軽度者のサービスを従来の事業者から移行させて

費用を軽減しようということだと理解しているが、このままでは軽度サービスの提供体

制に不安が生じてくるのではないか。 

   久喜市の介護保険事業における、地域支援事業、特に総合事業の見通しをどう考えて

いるか。 

 

○ 通告第１１号 渡辺 昌代 議員 

（１）P426 総務費 ２徴収費 介護保険料収納推進員 4名 

P426 総務費 ３介護認定審査会費 介護認定審査会委員 70 名、介護認定調査員 22

名についてこれら人数の確保はできているか。また、これらは丁寧な対応と慎重な調査

をすべきところである。市の取り組みを伺う。また、対応件数の増を考えると人数の増

加をすべきではないかと考えるが、いかがか伺う。 

（２）P432 地域支援事業費 １包括的支援事業費・任意事業費 

   １地域包括支援センター費 

   平成 30 年度の各包括支援センターが担当する人数はそれぞれ何人となったか。（社会

福祉協議会委託も含む）より多くを抱えるセンターは２つに分けて細やかな対応ができ

る体制を構築すべきではないか。伺う。 

（３）P436 地域支援事業費 １包括的支援事業費・任意事業費 

  ア ３在宅医療・介護連携推進事業費について、在宅医療・介護連携業務委託がされる

ようであるが、市はどのようにかかわっていくのかも含め、その内容を伺う。 

イ 平成 30年度在宅医療を担ってくれる医療機関・医師はどれだけいるのか伺う。 

    ウ 現在、医師と医療関係者、介護関係者がともに一人一人の生活コーディネートを作

り上げていくことが必要であるがそれは可能か。平成 30年度の段階で介護する家族が

いない場合でも在宅医療・介護ができるまでの個々のプランを立てるまでの改革がで

きるのか伺う。 

（４）P436 地域支援事業費 ２介護予防・日常生活支援総合事業費 

   １介護予防・生活支援サービス事業費 

   平成 30 年度の要支援１・２の方の訪問介護、通所介護は、平成 29 年度の体制と同様

の介護が受けられると考えていいのか伺う。 

（５）P432 保険給付費 ６特定入所者介護サービス等費 

議案第９号 平成３０年度久喜市介護保険特別会計予算について 
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   特定入所者介護サービス費・介護予防サービス費昨年度に引き続き大きな減となって

いる。この理由を伺う。また、国による補足給付の改正で、低所得被保険者の負担が増

加した。その影響があるのではないか。どのようになったかも含め説明を求める。 
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○ 通告第７号 丹野 郁夫 議員 

（１）人事評価は絶対評価か相対評価か伺う。 

（２）人事評価が最高評価と最低評価の場合、同じ等級・号給の際の金額の差はどのくらいな

のか伺う。 

（３）人事評価制度と給与との連動は、評価対象の期間の成果や活動を評価することから、賞

与に反映させるのが最も効果的であるといわれていますが、検討はされたのか伺う。 

 

○ 通告第１５号 貴志 信智 議員 

（１）この条例改正により、人事評価の結果が給与に反映されることになる。要するに人事評

価の低い職員の勤勉手当を減額し、人事評価の高い職員の勤勉手当に充てる制度と理解す

る。そのような制度であれば、人事評価が相対的に行われ、各評価段階に一定の人数が存

在することが制度を機能させる前提であると考える。例えば昨年度の人事評価を新制度に

当てはめた場合、人事評価が低く勤勉手当が減額される職員と、人事評価が高く勤勉手当

が増額される職員の人数（割合）と影響総額を伺う。また、事前に想定している勤勉手当

増減のモデルケースがあるのか伺う。 

 

  

議案第１５号 久喜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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○ 通告第２号 岸   輝美 議員 

（１）長く要望していた監査委員のそれを含め、議案内容に賛同するものですが「部活動指導

員」についてのみ伺います。 

  ア 当面何人を想定していますか。 

  イ その募集をどのように行いますか。 

  ウ この制度発足に当たり策定するとされる「部活動指導員」に関する規則の内容は。 

  エ 同じく行う事とされる「部活動指導員」に対する研修については、どのように考えて

いるか。 

  オ 「部活動指導員」の公的資格所持について、どのように考えているのか。 

  カ 仮称・「部活動支援員制度」について、どのように考えているのか。 

  キ そもそも学校部活動のあり方について、どのように考えているのか。 

 

○ 通告第５号 猪股 和雄 議員 

（１）ファミリーサポートセンターアドバイザーの報酬を日額 6600円とする根拠を説明された

い。 

   その職務実態からして、職員としての性格を持っていると考えられるが、勤務時間、時

間外手当、通勤手当、期末手当等の規定はどうなっているか。 

（２）部活動指導員の報酬を「月額 44,800円」とする理由を説明されたい。 

   日額、あるいは「時間給」とするのが適当ではないかと考えられるが、いかがか。 

 

○ 通告第８号 岡崎 克巳 議員 

（１）部活動指導員の任命基準と報酬の積算根拠は。 

 

○ 通告第１６号 川辺 美信 議員 

（１）今回の条例改正によって報酬が引き上げられますが、引き上げ額の根拠をお伺いしま  

す。 

（２）ファミリー・サポート・センターアドバイザーの報酬が、埼玉県の最低賃金を下回るこ

とを昨年 11月議会で指摘しましたが、答弁は「非常勤特別職は最低賃金の適用はないが、

アドバイザーの報酬額を勤務時間１時間当たりで換算すると約 857円となることから、今

後臨時職員の賃金改定の状況や他の非常勤特別職の報酬額、また他自治体の状況なども参

議案第１６号 
久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例 
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考にして、アドバイザーの報酬額について検討する。」というものでした。どのように検討

されたのかお伺いします。 
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○ 通告第１０号 杉野  修 議員 

（１）第１条 第２条第１号中  

個人情報の定義に「生存する個人に関する情報」とあるが、死者に関しては個人情報を

保護しないことになる。なぜ、このように定義しようとするのか、理由を伺う。 

 

 

  

議案第１７号 
久喜市個人情報保護条例及び久喜市情報公開条例の一部

を改正する条例 
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○ 通告第１１号 渡辺 昌代 議員 

（１）第２条（２）のその他新施設の整備に関し必要な事項とあるが具体的には何か伺う。 

基本構想の４パターンについてどのように検討にはいるのか伺う。 

（２）第３条検討委員会は委員 10 人以内で組織するとあるが、少ないのではないかと思われ 

る。基本構想で様々な検討をしてきた委員が継続することはないのか。伺う。 

（３）久喜宮代衛生組合の職員として担当してきた専門職員の委員会への関わりをどう考えて

いるのか伺う。 

（４）生活環境影響調査、PFI 調査はいつまでに結果を出しいつ頃から検討委員会で審議が始

まるのか。 

（５）近隣住民への説明はどうするのか。言わば迷惑施設が現在の施設より規模が拡大するの

である。配慮すべき住民にはきちんと説明をすべきである。いかがか。 

 

○ 通告第１４号 宮﨑 利造 議員 

（１）第３条（組織）委員１０人の構成割は。 

（２）学識経験を有する者とは。 

（３）その他市長が必要と認める者とは。 

 

○ 通告第１５号 貴志 信智 議員 

（１）第 3条、委員の委嘱について以下伺う。ごみ処理施設の整備基本計画は専門的な内容も

含むこと、また審議会の答申は計画の方向性を決めるにあたって大きな意味を持つことか

ら、委員の選定は極めて重要となる。ごみ処理の分野に明るくない委員で審議会が構成さ

れた場合、事務局サイドが実質の議論をリードするような状況になることも危惧される。

委員の専門性をどのように確保するか。見解を伺う。 

 

  

議案第１８号 久喜市ごみ処理施設整備基本計画検討委員会条例 
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○ 通告第１１号 渡辺 昌代 議員 

（１）今回の条例を定める以前はどのようにしていたのか伺う。 

（２）第４条の縦覧の場所の（２）生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定す

る場所（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所の説明を伺う。 

（３）第５条意見書についての説明を求める。 

 

 

  

議案第１９号 
久喜市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影

響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 



 

20 

 

 

○ 通告第１１号 渡辺 昌代 議員 

（１）第１号被保険者の保険料基準額の算出については、調整交付金見込み額が大きく影響し

ます。今回、0.13%となったが、このように低い数字となった理由は何か伺う。 

（２）第１号被保険者が負担する調整交付金の差額分３年分で 15億円を超えている。年 5億円

となる。これまでの決算では調整交付金の率はもっと出ていたと考えるが、過去３年の補

助率はどれくらいであったか伺う。実際に交付される割合で算出はできないのか伺う。 

（３）保険給付費の見込みを＋13.8％に見込んだ理由を伺う。 

（４）第１号被保険者の標準的な負担割合を 23％にせずに、第６期同様に 22％にすれば、今  

回の引き上げはせずに済んだのではないか。伺う。 

  

議案第２１号 久喜市介護保険条例の一部を改正する条例 
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○ 通告第８号 岡崎 克巳 議員 

（１）３才児保育のスケジュールと施設改修は。 

 

○ 通告第１１号 渡辺 昌代 議員 

（１）これまで、久喜市立幼稚園の保育料改訂がある中で、中央幼稚園・栗橋幼稚園は入園児

も減少し、保護者の方からは、他の幼稚園・こども園と同様の保育環境整備を強く望む声

が上がりました。その中で、市は延長保育を実施し、今回、３歳児保育が進められること

は保護者が待ち望んだことです。大いに期待がされるところですが、しかし、保育料の設

定はどのように協議をしたのか。公立ということを考慮すれば高すぎると考えるが、この

ようになった経緯を伺う。 

（２）平成 31年度の実施を目指す上での平成 30年度の取り組みは何を行うのか。 

（３）今後、通園バスなどの取り組みが望まれるところであるが、現在の考え方はいかがか。 

  

議案第３０号 久喜市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例 
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○ 通告第１号 田中  勝 議員 

対象路線は、市道菖蒲２４２９号線と同２４３２号線、同２４４８号線、同２４７０号線、

同２６３４号線の５路線と市道菖蒲２７８０号線から同２７９７号線の１８路線の都合２３

路線である。 

なお、５路線（市道菖蒲２４２９号線、同２４３２号線、同２４４８号線、同２４７０号

線、同２６３４号線）については、「ひとつの路線が北側と南側に分断される為、該当路線を

廃止、新たに認定」。と説明された。新設道路の移管に際しては、構造上の課題や安全性の問

題等について入念に点検するものと考える。 当該地区の道路網の安全性については、「集落

間のアクセス道路といなほ道路及び圏央道の側道」が複雑に係る為、危険箇所が集中してい

る。 

斯様なことから、課題・問題点について伺う。 

（１）市道菖蒲２４７０号線・同２７８３号線と同２７８２号線（従来、２４７０号線）の接

続する交差点は、小塚地区と丸谷神ノ木地区のアクセス道路である。また、フアーム企業

の「実野里」様の出入り口が近い。この為、交通量の多い箇所である。その上、圏央道の

南側を通行していた いなほ通りが、その交差点を起点に北側に移動する為、極めて変則的

な交差点である。 このことから、この項２点伺う。 

ア 当該交差点は、「圏央道と側道といなほ通り」が並行している為、横断するには距離が

長い。更に、ＰＡ方面が鋭角のカーブになっている。この為、２４７０号線（神ノ木か

ら小塚へ行く際）からは、右。２７８３号線（小塚から神ノ木へ行く際）からは、左が

見えにくい。この対応を（長い、見え難い）どのように実施したのか伺う。 

イ 市道菖蒲２４７０号線から、同２７８２号線（側道）を通り、南側の２７８４号線（側

道）に行くには、「いなほ通りを左折して、路上で右折しなければならない」。その上、

圏央道の側道に停止表示がない！ これは、どういうことか。もし、これが原因で事故

があった場合、誰の責任になるのか、お示し願う。 

（２）上記各道路の建設に伴い、耕作地が分断され、農耕車の移動を困難にさせている。具体

的に申し上げると 南北相互に移動可能な箇所は、市道菖蒲２６９７号線が唯一の路線であ

る。しかも、横断箇所は、直線道路でスピードが出せる箇所である。この様な中、現地の

状況を見ると、安全面に十分に配慮した施工なのか？疑問を持たざるを得ない。この事案

について、どのようにお考えか、所見を賜りたい。  

（３）市道菖蒲２７８４号線と同６８号線の接続する交差点は、小塚地区と下の寺地区、或は

グリーンセンター等へのアクセス道路であり、南中への通学路でもある。付近の皆様に取

り、貴重な生活道路である。先般の一般質問で「移管前に重大な事故が発生した」と申し

上げたが、交通量は少なくない。 

この様な危険箇所に「どのような安全策を講じたのか」について、お伺いする次第だ。 

議案第３４号 路線の認定について 


