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【議案第 ６３ 号 平成２９年度久喜市一般会計歳入歳出決算認定について】 

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

通告第 ２ 号 田村 栄子  議員 ･･････････････････････････････････････････ ３ 

通告第 ５ 号 杉野  修  議員 ･･････････････････････････････････････････ ３ 

通告第 ６ 号 田中  勝  議員 ･･････････････････････････････････････････ ４ 

通告第 ９ 号 川辺 美信  議員 ･･････････････････････････････････････････ ５ 

通告第１０号 石田 利春  議員 ･･････････････････････････････････････････ ５ 

通告第１１号 平沢 健一郎 議員 ･･････････････････････････････････････････ ６ 

通告第１２号 貴志 信智  議員 ･･････････････････････････････････････････ ６ 

 

【議案第 ７３ 号 平成３０年度久喜市一般会計補正予算（第３号）について】 

通告第 １ 号 猪股 和雄  議員 ･････････････････････････････････････････  ７ 

通告第 ３ 号 春山 千明  議員 ･････････････････････････････････････････  ７ 

通告第 ４ 号 渡辺 昌代  議員 ･････････････････････････････････････････  ８ 

通告第 ５ 号 杉野  修  議員 ･････････････････････････････････････････  ９ 

通告第 ７ 号 斉藤 広子  議員 ･････････････････････････････････････････  ９ 

通告第 ８ 号 園部 茂雄  議員 ･････････････････････････････････････････  ９ 

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

通告第１０号 石田 利春  議員 ･････････････････････････････････････････ １０ 

通告第１３号 岡崎 克巳  議員 ･････････････････････････････････････････ １０ 

 

【議案第 ８６ 号 財産の取得について】 

通告第 ９ 号 川辺 美信  議員 ･････････････････････････････････････････ １１ 

 

【議案第 ８７ 号 久喜市環境基本計画の変更について】 

通告第 １ 号 猪股 和雄  議員 ･････････････････････････････････････････ １２ 

 

【報告第 １４ 号 専決処分の報告について】 
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○ 通告第１号 猪股 和雄 議員 

（１）久喜市の財政調整基金の積立金残高が、24年度末積立金現在高45億3900万円から、25年度末53億7900

万円、26年度末54億8600万円、27年度末55億1000万円、28年度末58億2000万円と過去最大となって、

29年度末は53億5675万円とようやく若干の減少に転じた。 

ア 30年度補正予算の結果、年度末基金残高は40億1471万円になると説明されている。 

    しかし、29年度予算の繰入金20億円が決算では15億の取り崩し、28年度予算の繰入金19億円が決算では

９億円の取り崩しで、毎年、実質収支の1/2積み立て、年度末の繰入金の減額による積み戻しで結果的に

基金残高が増額してきた経緯からして、今年度もほぼ同程度の基金残高を維持できると見ているが、財

政調整基金の見通しについて、当局の認識と見解を問う。 

イ 28年度の財政調整基金比率は19.1で、県内40市中５位であったが、29年度の県内順位を把握している

か。 

ウ 今後、地方交付税の合併算定替えが減少していくのに備えて、財調を積み立てておくと説明されてい

るが、交付税が減額していくので、財政規模を維持するために基金を取り崩していって、長期的に標準

財政規模の10％を基準にしていく考えか、あるいは「多ければ多いほどよい」から20％程度を維持して

いく考えか。財調基金の基本的な考えと長期的な見通しを示されたい。 

エ 将来の財政需要に備えると言っているが、学校給食センター建設に必要な一般財源は３億5000万円と

見込んでおり、ごみ処理施設整備基金に約13億円、市民の森緑の公園整備基金は29年度に11億円を取り

崩してなお残高４億円が積み立てられていて、予想される大きな財政需要には対応できると考えられ

る。 

基金全体では100億円超を確保しており、市民サービスの水準や市民要望が山積している中で、これ

は多すぎるのではないかという認識を持ちませんか。市長の認識と見解を問う。 

（２）障害者雇用の拡大【決算事前資料・全体１】 

 久喜市が障害者の別枠採用を継続して、障害者雇用率が３％超となっていることを評価する。 

ア 昨年度も障害者の別枠採用試験を実施したが、知的障害者、精神障害者について、採用が進まないの

はなぜか。身体障害者以外には採用する考えがないと理解せざるを得ないが、いかがか。 

イ 職員採用試験に、知的障害者、精神障害者が応募してきたことがあるか。ないとしたら、なぜ応募で

きないと考えるか。 

ウ 知的障害者・精神障害者の職域拡大、短時間勤務、臨時職員としての就労の場の確保について、昨年

度、どのように検討してきたか。 

（３）職員の時間外勤務の実態と改善方針を問う。【決算事前資料・全体２・３】 

ア まず、突出して時間外勤務の多い職員と部所の問題です。 

    市全体で時間外勤務の最高時間者は800時間を超えた部所が２、700時間を超えたのが３、600時間を超

えたのが２である。最高額の方は管財課で年間の時間外勤務862時間（月平均71時間）、２番目は障がい

議案第６３号 平成２９年度久喜市一般会計歳入歳出決算認定について 
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者福祉課で年間828時間（月平均69時間）である。年間600時間以上の７名について、１か月の最大の時

間外勤務時間は何時間だったか。80時間以上の月が何か月あったか。なぜこのような勤務になったか。 

    この２課は平均では338時間、310時間だから、特定の職員に超勤が多かったことになるが、なぜか。 

イ 次に、部所間のアンバランスの問題です。 

    職員の平均時間外勤務時間数163時間で、その２倍を超える課が６、最高は2.5倍であった。昨年度よ

りも改善しているが、まだアンバランスが大きいと言える。なぜか。人員配置にまだ問題があると言え

ないか。 

ウ 全体的な問題です。 

    職員の平均時間外勤務時間数は、26年度151時間、27年度165時間、28年度173時間、29年度163時間と、

やや減少したものの、大きくは改善されていないことについて、認識と見解を問う。 

エ 時期的なアンバランスの問題。 

    市民税課は４、２、３月が１人平均月80時間超、庶務課は10月だけだが１人平均167時間超だが、それ

ぞれの職員の最大超過勤務時間は何時間か。特定の期間だけだから月80時間超でもかまわないとは言え

ないと考えるが、いかがか。 

    これまで言われてきたような、職員個人の意向や適性の問題、一時的な多忙期だけだからということ

は言い訳にはならない。職員個人や所属長個人の責任ではなく、繁忙期も含めた業務量と職員配置の問

題として、市全体でさらに改善を徹底していく必要があるが、見解と改善方針を問う。 

（４）【決算事前資料 全体４】 昨年９月に、久喜市の管理職が「イクボス宣言」を行ったが、１年間の効

果を問う。 

男性育児参加休暇対象職員16名中５人、のべ22日間の取得、出産補助休暇は対象職員16名中11人、のべ3

5日間の取得にとどまった。 

育児休業取得した男性職員は、対象職員16名中１人29日だけということか。 

   なぜ増えないと考えるか。増やすにはどうしたらいいか。職員の「自由意志」ではあるが、積極的「奨

励と推進」をしているか。 

（５）【決算事前資料 全体14】 附属機関（政策審議機関）の会議録作成に要した日数が40日を超えた機関

が、12あって、前年比倍増している。理由をどのように把握しているか。改善方策を問う。 

（６）【決算事前資料 総務１・８ 財政４】 ふるさと納税の寄附者が減り続けている。寄附額344万円で、

市の収入は約120万円、市民税控除額は9261万円となったが、理由をどう分析しているか。改善方策を問う。 

久喜市にふるさと納税をしてくれている方々を、「久喜市の応援団」と位置づけて、特別住民票の発行

を提言してきた。一昨年から構想日本が「ふるさと住民票」を提言して、全国に少しずつ拡がっている。

久喜でも検討する考えはないか。 

（７）【決算事前資料 財政19】 これまで市の公共施設の内、比較的大規模の高圧施設では、Fパワーと2015

年度から３か年の契約を締結して、東電との契約に比べて昨年度は5971万円の電気料金を節減することが

できた。 

   2016年から小規模低圧の111施設について、６施設（東町集会所・本町集会所・地域交流センター・はな

みずき会館・鷲宮児童館・第２庁舎）を新電力と契約に切り替えたが、電気料金節減効果を説明されたい。

その他の小規模施設への契約の拡大をどう進めてきたか。 

Ｆパワーは３年、小規模施設は２年契約だが、その後の契約はどうなるか。 

（８）【決算事前資料 環境経済３】 市の公共施設に太陽光発電システムを設置している内で、売電量がゼロ
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の施設（西公民館、久喜南中、ふれあいセンター、総合体育館、市役所、菖蒲学校給食センター、東鷲宮

コミセン）は、全量を自家消費しているのか。 

 

○ 通告第２号 田村 栄子 議員 

（１）ｐ413 10款 教育費、6項 保健体育費、4目 学校給食費、5学校給食運営事業 13委

託料 

給食配送業務委託では調理終了時間が各施設で異なる（決算事前資料 ｐ62 教育部 37 参

照）。実態は午前 10時 30分、10時 40分、10時 15分、11時となっているが、11時に終了し

ている施設のみ配送時間のかからない学校に温かいものは温かく喫食できているものと思わ

れる。反対に調理終了時間が 10時 15分、10時 30分、10時 40分のところは小中学校の給食

時間の 2時間前までの調理終了には間に合わなかっただけでなく、温かいものは温かく喫食

できなかったのではないか、何が原因なのか伺う。 

（２）ｐ240 ４款 衛生費、 1項 保健衛生費、 1目 保健衛生総務費 

ア ８地域医療対策事業 47,912,000円を減額している。久喜市公的病院運営費補助金交付要

綱の一部を改正してまで、交付金を出さないことになぜしたのか。 

イ 交付金を出さないことを久喜市が済生会栗橋病院に一方的に伝えたことが病院との信頼

関係を損ねたのではないか伺う。 

ウ 上記のことが、今回の済生会栗橋病院の加須市への一部移転に繋がるきっかけの１つに

なったのではないか伺う。 

エ 「市と病院のお互いが努力をして」と回答しているが、市側から病院側にアプローチは

なくて市側は常に受け身の態度に終始しているように見られるがその点はいかがか。 

 

○ 通告第５号 杉野 修 議員 

（１）Ｐ１６－Ｐ１７ 市税 

 平成２９年度決算資料では、市税の滞納者のうち、６４％が所得２００万円未満。３００

万円未満は８１％にもなっている。 

ア 分納や、資産差し押さえの前に、減免制度や、猶予制度の周知などには、どのように配

慮されたか伺う。 

イ 所得の低いことが教育環境の不十分さになり、また、医療機関への受診抑制が働くなど、

いわゆる貧困の連鎖が２９年度もあったが、市はどのような認識を持ち、どのような手立

てを講じたか、伺う。 

（２）Ｐ１２４－Ｐ１２５ 総務費 防犯灯管理事業 

防犯灯は歩行者、特に高齢者、子ども、女性の安全確保に必要な施設であるが、１キロメ

ートル以上も設置されず、真っ暗な場所が２９年度も放置されている箇所があるが、「設置基

準」はどうだったのか伺う。 

（３）Ｐ１２６－Ｐ１２７ 交通安全施設整備工事 

カーブミラーの設置について住民は、設置要望を出してから、地元区長に連絡し、行政は
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設置を巡り「優先順位」を決定するが、住民はそれまで数か月も待たなくてはならず、その

間、設置するかどうかさえ行政からは連絡しない。 

平成２９年度、カーブミラーについて、各地域の当初設置予定数と、設置の基準、設置数

を伺う。 

（４）Ｐ１５２－Ｐ１５３戸籍住民基本台帳費、通知カード・個人番号カード交付事業 

これまで国費をふくめて２億１１２０万円を投じてきたが、個人番号カードに関しては、

平成２９年度、何枚発行したか、また累計で何枚になったか伺う。 

 

○ 通告第６号 田中 勝 議員 

（１）１９２㌻ 3民生費１項７目 事業番号２ 敬老事業６，３９５，０３１円 

長寿のお祝いとして７７才（喜寿１，８１２人／９９１，８１４円）に記念品。８８才（米

寿５５９人）に５，０００円。９９才に（卒寿４２人）に１０，０００円。１００歳以上（７

２人）に３０，０００円を贈呈している。７７才の方々への記念品額は、９９１，０００円

で、お一人の単価は、約５４７円である。この事案について、どのようにお考えか、お示し

願う。 

（２）１９４㌻ 3民生費１項７目 事業番号３ 老人クラブ活動補助事業３，７９８，９３０円 

上記金額の内訳は、地区老連への補助金２，７２９，９３０円と、市連合会への補助金１，

０６９，０００円である。この内、地区老連は、県老連へ４０８，０００円。市連合会へ１

６０，０００の負担金が伴い、差引２，１６１，９３０円になる。一方、市連合会の補助金

の１，０６９，０００円は、地区老連へ援助金として、そのまま割振りされる。この結果、

地区老連の補助金額と援助金額は、３，２３０，９３０円となる。そして、市連合会の補助

金額は無くなり、地区老連からの負担金額（４地区×４万円）の １６０，０００円が年間

の活動費となる。補助金の多寡についてだが、地区老連の約３２０万円を７３単位クラブに

分けられる。平均額は、４３，０００円（規模により異なる）である。 

そして、各単位クラブは、会員から会費を徴収し、補助金を運用して活動を実施している。 

一方、市連合会は、合併後の発足である。運営上の大きな特徴は、市当局から「事務・会

計・企画・運営等は、自らでせよ」の指示により、自分達の手で事務局を設けて活動を実施

して参った。 

で、運営資金については、地区老連の負担金の１６万円を基に活動を行っているのが現状

だ。 

斯様な現実をご理解頂き、市連合会への補助金の在り方について、ご所見を賜る。 

（３）２９２㌻７款商工費１項３目 事業番号 ６あやめ・ラベンダー植栽維持管理事業９，５８

９，６０５円 

観光資源として植栽されたのは、あやめとラベンダーだけではない。附廻
つけまわし

堀
ぼり

の遊歩道際
きわ

に

植栽された紫陽花
あ じ さ い

もその一つで、あやめ・ラベンダー祭りが開催された初めの頃、男子職員

のご尽力で植えられた花である。当初は、綺麗に管理されていたが、近年は雑草で覆
おお

われた

ままである。（何とかせよ！と付近住民も指摘）夏は日照り、冬は吹き曝
ふ き さ ら

しの厳しい条件の下、
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小さいながらも開花させる健気
けなげ

な姿に、愛
いと

おしさを感じる。よって、紫陽花が咲く附廻
つけまわし

堀
ぼり

遊

歩道の適正管理を求めるがいかがか。  
○ 通告第９号 川辺 美信 議員 

（１）Ｐ78 ２款総務費 １項総務管理費 １目一般管理費 ９職員福利厚生事業 

 決算事前資料職員の健康診断について次の項目をお伺いします。 

  ア 正職員の受診率が 90.8％ですが、未受診 9.2％の理由をお伺いします。 

  イ 再検査該当率が 2016年度よりも大幅に上昇しています。（正職員 25.5％→30.0％、臨時

職員 21.3％→41.9％）原因をどのように捉え、対策はどのように行ってきたのかお伺いし

ます。 

  ウ 再検査受診率が正職員 63.1％、臨時職員 22.2％と低い数値となっていますが、どのよう

な対策を取っていますかお伺いします。 

  エ 再検査の結果治療を要する正職員が、2016年度よりも 13人増加（21人→34人）してい

ます。原因をどのように捉え、対策はどのように行ってきたのかお伺いします。 

（２）Ｐ404 10款教育費 ６項保健体育費 １目保健体育総務費 ４児童生徒等健康診断・健

康管理事業 

ア 受診報告書の未提出の保護者に対しては、どのような対応をとっていますか。 

イ 定期健康診断で複数回に亘って要治療と診断された児童・生徒はいますか。学校名と対

象の児童・生徒数をお伺いします。 

ウ イでの回答で出された児童・生徒及び保護者に対しては、どのような対応をとっていま

すか。 

（３）Ｐ404 10 款教育費 ６項保健体育費 １目保健体育総務費 ７教職員健康診断・健康管

理事業 

ア 健康診断の実施状況についてお伺いします。実数と実施率をそれぞれお伺いします。 

イ 埼玉県市町村職員共済組合が実施する予防検診（人間ドック）は、健康診断とみなすと

されています。受診者数と割合をお伺いします。 

ウ 健康診断の結果、療養を要すると判定された者があると思いますが、実数と割合をお伺

いします。 

エ 専心療養に努めなければならないと判定された職員は、きちんと療養されていると思い

ますが、市の対応についてお伺いします。 

 

○ 通告第１０号 石田 利春 議員 

（１）平成２９年度決算、財政健全化判断比率を見ると、実質公債費比率は 7.0%、前年度比 0.8

ポイント改善となり、健全化基準の 25.0%と比較すると、良好な状態。 

将来負担比率は 前年度 40.5%から平成 29年度決算 26.2%で 14.3%の減となった。良好

な状態にあるとの審査意見書が添えられている。改善の主な内容はなにか。 

（２）決算事前資料 P37(財政部 18)について 
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   平成２９年度発注該当総金額を増やしながら、発注金額に結びついていない。その要因は

どのように分析しているか。 

発注金額の割合をどのように評価しているか。 

 

○ 通告第１１号 平沢 健一郎 議員 

（１）Ｐ１３４ 総務費 総務管理費 総合支所費 菖蒲総合支所管理事業 他 

 周辺道路を含む菖蒲総合支所周辺の植栽管理について、管理の分担、実行状況など、どの

ように行われたのか。また、その結果を市はどのように評価しているのか。 

 

○ 通告第１２号 貴志 信智 議員 

（１）自動販売機設置について（決算事前資料 財政部１７） 

ア 平成 29年度に新たに公募により設置された自動販売機の台数と、賃借料を伺う。 

イ 事前資料によると、久喜市役所には久喜市職員労働組合が自動販売機を 3台設置してい

る。この目的が職員への福利厚生であっても、市が公募によって事業者を決定し、手数料

収入を得ながら行うことも可能であったはずである。過去には、職員労働組合が公有地に

自販機を設置したことで、自治体が本来得るべき手数料を逸失した責任を認め、自治体に

損害賠償を命じた判例もある。こうした判例も踏まえて労働組合が市役所庁舎に自動販売

機を設置していることは適当といえるか、市の見解を伺う。 

（２）行政改革大綱に掲げている財政指標への評価について 

平成 29年度の決算における経常収支比率、実質公債費比率をどのように評価するか市の見

解を伺う。 

（３）行政改革大綱に掲げている重点取組債権における目標達成度について 

平成 29年度の目標値に対する達成度について総括を伺う。 

（４）非強制徴収公債権、私債権に関して 

 債権管理条例が制定されたことで、非強制徴収公債権、私債権に対して裁判所を通じた支

払督促など法的措置が可能になった。平成 29年度において、非強制徴収公債権、私債権に関

して法的措置を執った件数と金額を伺う。 

（５）久喜市ダントツ戦略本部事業について 

平成 29年度における、ダントツ戦略会議の効果をどのように評価するか、見解を伺う。 
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○ 通告第１号 猪股 和雄 議員 

（１）p24 地域交流センターの移転中止、青葉公民館の建て替えまたは移転または統廃合の総合

的検討を、どこで（担当・所管・調整部署）進めるか。 

（２）p36 あおば保育園の移転の１年後をメドとしての延期と新たな移転先の検討をどのように

進めるか、(1)と関連させて、検討方法を示されたい。 

 現在のあおば保育園、青葉公民館、地域交流センター、候補地としての団地空き店舗等に、

保育園、公民館＋集会施設、駐車場を確保するとすれば、選択肢は限られる。考え方と調整

課題を説明されたい。 

（３）p38 新設制度としての新生児聴覚検査補助制度について説明されたい。 

ア 制度内容、対象医療機関、助成金交付方法の内容、医療機関との契約、要綱の作成等の

進捗状況、市民への広報、保護者への周知方法について、現段階での考え方を明らかにさ

れたい。 

イ 助成金の上限5000円として、限度額以内で全額給付とすべきであるが、いかがか。 

ウ １月開始だが、今年４月以降の新生児をさかのぼって対象とすべきであるが、いかがか。 

 

○ 通告第３号 春山 千明 議員 

（１）補正予算書 36ページ、あおば保育園移転改築事業ついて 

ア 今回、移転改築がなくなりマイナス補正です。今後現在のあおば保育園はこの同じ場所

において改修し存続するのかお伺いします。 

イ 現在の施設は喫緊に改修が必要な箇所があります。担当課ではどのように把握している

のか具体的にお伺いします。 

ウ 改修が必要な箇所は順次速やかに改修を行っていくべきですがいかがかお伺いします。 

エ 当初予算計画通り移転改築が進めば、久喜市の抱える低年齢児の待機児童解消につなが

るということでした。またそれに合わせ保育士不足分もその時点での解消をしていくとの

ことでしたが、計画がなくなった今、どのような対応になるのかお伺いします。 

（２）補正予算書 38ページ、ごみ処理施設整備推進事業について 

ア 広域化検討業務の委託内容はどのようなものになるのか具体的にお示しください。 

イ 検討結果はいつ出され、どのように活かしていくのかスケジュールを含めお答えくださ

い。 

（３）補正予算書 40ページ、農業経営安定推進事業について 

ア 補助金の内容をお伺いします。 

イ この補助金は毎年どのような時期にどのような手順でいただけるのかお伺いします。 

（４）補正予算書 48ページ、教育活動補助事業について 

ア 部活動指導員の配置予定状況をお伺いします。 

議案第７３号 
平成３０年度久喜市一般会計補正予算（第３号）に   

ついて 
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イ マイナス補正の内容をお伺いします。 

（５）補正予算書 50ページ、小学校、中学校ブロック塀改修事業について 

ア 倒壊の恐れがあるブロック塀は緊急に改修が必要。補正予算可決後、いつ改修工事に入

るかお伺いします。 

イ 早急に一斉に改修をするべきですが、そのようになるのかお伺いします。 

（６）補正予算書 56ページ、学校給食センター整備事業について 

ア 市長が見直した結果、ほぼ計画の通り給食センターを整備することがわかりました。少

しでも早く事業を進めなければならない状況下、マイナス補正をする必要はあるのかお伺

いします。 

イ 現計画より遅れる期間の事業、予算の流れをお示しください。 

ウ 早急に計画を推進しなければならない状況ですが、先進地の取り組みを具体的にどのよ

うに取り入れていくのかお伺いします。 

 

○ 通告第４号 渡辺 昌代 議員 

Ｐ38 4衛生費 3清掃費 1清掃総務費 3ごみ処理施設整備推進事業 

（１）ごみ処理施設整備基本構想・基本計画が進められ、老朽化の久喜宮代清掃センターの建て

替え計画がされている中、幸手市・杉戸町を含めた広域化の話が突如としてだされてきた。

これでは、東京理科大跡地への強引な学校給食センター建設と同じである。ごみ処理施設の

広域化は住民から受け入れられるとは思えない。やめるべきと考えるがいかがか。 

（２）幸手市・杉戸町を含めた広域化ごみ処理施設とした時の、久喜市にとってのメリット・デ

メリットを伺う。 

（３）ごみ処理施設の近隣住民への説明は行うのか。 

（４）ごみの処理は最終処分も含め自区内処理が基本であることは久喜市一般廃棄物基本計画で

も明らかである。ごみ問題は大変デリケートなことから処理場地域住民の理解なく進めては

ならない。しかも、焼却場はいかに減量をするか、小さな焼却を目指すかを考えるべきでは

ないのか。伺う。 

（５）ごみ焼却施設に関しては、使えるものを無理やり統合せずに利用して、最小の施設にすべ

きであり、周辺の交通渋滞も考えた施設にすべきではないのか。さらに、菖蒲地域の地権者

と近隣住民に説明だけして、久喜地域住民に説明を一度もしていないのはどう考えてもおか

しい。施設の在り方、進め方について伺う。 

（６）八甫清掃センターを利用すべきではないか。以下伺う。 

  ア 八甫清掃センターを残して今後稼働させたときの経費（15年間）はいくらか。 

  イ 新しい処理施設の総経費（土地買収から各種調査費用も含め）はいくらか。 

    新しい処理施設の稼働経費（15年間）はいくらと考えているのか。 

  ウ 八甫清掃センターを含めず、久喜宮代清掃センターと菖蒲清掃センターのみの最小の施

設とした時の総経費、稼働経費（15年間）はいくらか。 

  エ 再度伺う。長寿命化施策をとった八甫清掃センターは利用すべきであるいかがか。 
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○ 通告第５号 杉野 修 議員 

（１）Ｐ１２－Ｐ１３ 入湯税  

 ア 標準は１５０円だが、今回予定する額と件数を伺う。 

 イ 収納した税は、何に使うか伺う。 

 ウ 減免措置は、どのような考えか伺う。 

（２）同 国庫支出金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 

ア 住民票、マイナンバーカード等に旧姓を併記するためとあるが、その他に対象となるも

のはあるか伺う。 

 イ 希望者が窓口に持参すべきものは何か伺う。 

 

○ 通告第７号 斉藤 広子 議員 

10 教育費 小学校ブロック塀改修事業 中学校ブロック塀改修事業 

（１）今後どの様なスケジュールで改修工事を行っていくのか。 

（２）改修完成までの安全対策は、どの様に行っているのか。 

（３）校内におけるブロック塀以外の危険箇所の安全対策は考えているのか。 

 

○ 通告第８号 園部 茂雄 議員 

Ｐ38～39 衛生費 清掃費 清掃総務費 ごみ処理施設整備推進事業に 2,805千円が計上され

たが、全額一般会計からの支出となっているが、広域化のための調査費と思うが以下の点につい

て伺う。 

（１）広域化を希望する幸手市・杉戸町の負担をどの様に考えているのか伺う。 

（２）菖蒲地区への説明会が行われないまま、予算計上は拙速すぎると思うが市の考えを伺う。 

 

○ 通告第９号 川辺 美信 議員 

（１）Ｐ56～57 10款教育費 ６項保健体育費 ４目学校給食費 ５学校給食センター整備事業 

梅田市長が掲げた選挙公約の５項目については全くその通りだと考えます。しかし、８月2

7日の全員協議会において「東京理科大学跡地に学校給食センターを建設して取り組むことが

、最善の方策であるとの考え方に至り、決断をした」との方針に、大きな落胆を覚えました。

なぜ、12000食の巨大学校給食センター建設が最善の方策なのか、次の項目をお伺いします。 

ア 「自校調理方式や親子調理方式での整備」には、相当な期間と費用が必要になり、運営

コストにおいても将来的な財政負担を招くとされています。自校調理方式と親子調理方式

での整備にかかる建設費及び、運営コストの財政シミュレーション並びに期間の算出はど

のように行ったのかお伺いします。 

イ 東京理科大学跡地以外に適した未利用地がないとのことでしたが、それは、12000食の調

理能力を有する巨大学校給食センター整備ありきから、未利用地がないという判断なのか
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お伺いします。 

ウ リスク分散（食中毒の発生や越谷市での竜巻被害、地震や大規模停電など災害は予測不

能）などの対策から、一ケ所だけの給食センターでは問題だと言えます。リスク分散とい

う観点から、現計画において検証されたと考えますが、どのような判断から現計画が最善

の方策とされたのかお伺いします。 

 

○ 通告第１０号 石田 利春 議員 

（１）P54 学校給食費 

補正予算では、学校給食費がマイナス計上となっているが、来年度改めて計上し建設を進

めるとの説明が、先の全員協議会であった。それを踏まえて質疑する。 

市長は選挙公約の中で、東京理科大跡地に12000食の学校給食センターについては「一度立

ち止まって見直しする」とした公約を掲げられた。これは、「子どもたちのことを第一に考え

た学校給食を求める請願」に、11000筆もの署名が添えられ市民の声を受け止めての公約であ

ったと理解している。にもかかわらず、前市長が掲げた、12000食の学校給食センターを建設

し、平成３３年８月に提供開始するとしたことは、子どもたちのことを第一に考えた学校給

食、自校方式の学校給食を願っていた市民の期待を裏切るものであり残念である。どのよう

な検討をされてきたのか伺う。 

 

○ 通告第１３号 岡崎 克巳 議員 

 歳出 ４款 衛生費 ３項 清掃費 １目 清掃総務費 ３ ごみ処理施設整備推進事業の「広域

化検討業務委託料」について 

（１）地元の理解を得る行動をしないまま、なぜ、強引に進めるのか伺う。 

（２）他市町の要請による調査に、なぜ久喜市の財源を当てるのか伺う。 

（３）他市町からの負担金のない、また、大幅な計画変更になる広域化の検討を、なぜ強引に進

めるのか伺う。 
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○ 通告第９号 川辺 美信 議員 

（１）今年度は、３台の消防団消防ポンプ自動車を購入しますが、市内消防団が所有する消防ポ

ンプ自動車の総数と、更新スケジュールをお伺いします。 

  

議案第８６号 財産の取得について 
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○ 通告第１号 猪股 和雄 議員 

（１）p23 地元農産物を取り入れた学校給食食材の割合が、2022年（センター竣工の１年後）の

目標値が17.0％であるが、市長の地産地消を積極的に進める姿勢からはあり得ない数値目標

である。 

現状でさえ久喜地区は20％を超えているのに、地産地消の後退である。２月議会の私の一

般質問の答弁よりも後退し、昨年11月議会での教育振興基本計画の消極的な後ろ向きの計画

に戻ってしまっている。市長の姿勢と相反するものであり、市長はこの目標数値を再検討し

て大幅に引き上げるよう指示するべきである。 

   これについてだけ、本会議で市長の見解を求める。 

 

  

議案第８７号 久喜市環境基本計画の変更について 
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○ 通告第１０号 石田 利春 議員 

（１）コスモスふれあいロードにおいての器物破損事故による損害賠償の処分報告 

原因と再発防止策について伺う。 

 

 

報告第１４号 専決処分の報告について 


