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応招ヷ丌応招議員  

応招議員   ２２名  

１番  新
あら

 井
い

 千鶴子
ち づ こ

 議員  

２番  稲
いな

 葉
ば

 澄
すみ

 子
こ

 議員  

３番  井
いの

 上
うえ

 綾
あや

 子
こ

 議員  

４番  岩
いわ

 佐
さ

 恵美子
え み こ

 議員  

５番  内
うつ

 海
み

 弘
ひろ

 美
み

 議員  

６番  岡
おか

 安
やす

 まどか  議員  

７番  貝
かい

 瀬
せ

 亜侑
あ ゆ

美
み

 議員  

８番  木
き

 上
がみ

 裕
ゆう

 子
こ

 議員  

９番  菊
きく

 地
ち

 実
み

 咲
さき

 議員  

１０番  岸
きし

   幸
ゆき

 子
こ

 議員  

１１番  久
く

 保
ぼ

 たち子
こ

 議員  

１２番  坂
さか

 庭
にわ

 恵
けい

 子
こ

 議員  

１３番  柴
しば

 田
た

 美
み

 理
り

 議員  

１４番  島
しま

 村
むら

 志
し

美子
み こ

 議員  

１５番  進
しん

 藤
どう

  律
りつ

 子
こ

 議員  

１６番  鈴
すず

 木
き

 清
きよ

 子
こ

 議員  

１７番  髙
たか

 川
がわ

   遥
はるか

 議員  

１８番  髙
たか

 瀨
せ

 文
ふみ

 代
よ

 議員  

１９番  長
なが

 島
しま

 一
かず

 枝
え

 議員  

２０番  野
の

 原
はら

 正
まさ

 子
こ

 議員  

２１番  半
はん

 田
だ

 陽
よう

 子
こ

 議員  

２２番  廣
ひろ

 田
た

 真奈美
ま な み

 議員  

丌応招議員   なし  



 

6 

２０１３久喜市いきいき女性議会  

平成２５年１１月１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  鈴
すず

 木
き

 清
きよ

 子
こ

 議員  

２番  岡
おか

 安
やす

 まどか  議員  

３番  野
の

 原
はら

 正
まさ

 子
こ

 議員  

４番  井
いの

 上
うえ

 綾
あや

 子
こ

 議員  

５番  廣
ひろ

 田
た

 真奈美
ま な み

 議員  

   ○  休   憩  

   ○  再   開  

   ○  市政に対する質問  

６番  髙
たか

 川
がわ

   遥
はるか

 議員  

７番  菊
きく

 地
ち

 実
み

 咲
さき

 議員  

８番  島
しま

 村
むら

 志
し

美子
み こ

 議員  

９番  進
しん

 藤
どう

  律
りつ

 子
こ

 議員  

１０番  貝
かい

 瀬
せ

 亜侑
あ ゆ

美
み

 議員  

１１番  坂
さか

 庭
にわ

 恵
けい

 子
こ

 議員  

     ○  休   憩  

     ○  再   開  
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    ○  市政に対する質問  

１２番  岩
いわ

 佐
さ

 恵美子
え み こ

 議員  

１３番  新
あら

 井
い

 千鶴子
ち づ こ

 議員  

１４番  髙
たか

 瀨
せ

 文
ふみ

 代
よ

 議員  

１５番  久
く

 保
ぼ

 たち子
こ

 議員  

１６番  木
き

 上
がみ

 裕
ゆう

 子
こ

 議員  

１７番  稲
いな

 葉
ば

 澄
すみ

 子
こ

  議員  

○  休   憩  

    ○  再   開  

    ○  市政に対する質問  

１８番  半
はん

 田
だ

 陽
よう

 子
こ

 議員  

１９番  岸
きし

   幸
ゆき

 子
こ

 議員  

２０番  内
うつ

 海
み

 弘
ひろ

 美
み

 議員  

２１番  柴
しば

 田
た

 美
み

 理
り

 議員  

２２番  長
なが

 島
しま

 一
かず

 枝
え

 議員  

   ６．女性議長挨拶  

 ７．女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク久喜会長挨拶  

 ８．閉   会  
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○  出席議員（２２名）  

１番  新
あら

 井
い

 千鶴子
ち づ こ

 議員  

２番  稲
いな

 葉
ば

 澄
すみ

 子
こ

 議員  

３番  井
いの

 上
うえ

 綾
あや

 子
こ

 議員  

４番  岩
いわ

 佐
さ

 恵美子
え み こ

 議員  

５番  内
うつ

 海
み

 弘
ひろ

 美
み

 議員  

６番  岡
おか

 安
やす

 まどか  議員  

７番  貝
かい

 瀬
せ

 亜侑
あ ゆ

美
み

 議員  

８番  木
き

 上
がみ

 裕
ゆう

 子
こ

 議員  

９番  菊
きく

 地
ち

 実
み

 咲
さき

 議員  

１０番  岸
きし

   幸
ゆき

 子
こ

 議員  

１１番  久
く

 保
ぼ

 たち子
こ

 議員  

１２番  坂
さか

 庭
にわ

 恵
けい

 子
こ

 議員  

１３番  柴
しば

 田
た

 美
み

 理
り

 議員  

１４番  島
しま

 村
むら

 志
し

美子
み こ

 議員  

１５番  進
しん

 藤
どう

  律
りつ

 子
こ

 議員  

１６番  鈴
すず

 木
き

 清
きよ

 子
こ

 議員  

１７番  髙
たか

 川
がわ

   遥
はるか

  議員  

１８番  髙
たか

 瀨
せ

 文
ふみ

 代
よ

 議員  

１９番  長
なが

 島
しま

 一
かず

 枝
え

 議員  

２０番  野
の

 原
はら

 正
まさ

 子
こ

 議員  

２１番  半
はん

 田
だ

 陽
よう

 子
こ

 議員  

２２番  廣
ひろ

 田
た

 真奈美
ま な み

 議員  

○  欠席議員  なし  
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○  市側の出席者職ヷ氏名  

       市長       田
た

 中
なか

 暄
けん

 二
じ

 

       副市長      飛
ひ

 髙
だか

   守
まもる

 

       教育長      吉
よし

 田
だ

 耕
こう

 治
じ

 

総務部長     保
ほ

 坂
さか

   弘
ひろし

 

       財政部長     増
ます

 田
だ

 議
ぎ

 一
いち

 

       市民部長     酒
さか

 巻
まき

 康
やす

 至
し

 

       環境経済部長   森
もり

 田
た

   晃
あきら

 

福祉部長     立
たち

 川
かわ

 里
さと

 子
こ

 

       健康増進部長   中
なか

 島
じま

 三
みつ

 男
お

 

建設部長     関
せき

 根
ね

 武
たけ

 視
し

 

    菖蒲総合支所長  小
こ

 勝
かつ

 邦
くに

 夫
お

 

栗橋総合支所長  榎
えの

 本
もと

 芳
よし

 康
やす

 

鷲宮総合支所長  岩
いわ

 﨑
さき

   栄
さかえ

 

会計管理者    橋
はし

 本
もと

   勉
つとむ

 

上下水道部長   齋
さい

 藤
とう

 正
まさ

 弘
ひろ

 

教育部長     田
た

 中
なか

 利
とし

 和
かず

 

 

○  女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク久喜側の出席者職ヷ氏名  

       会    長    倉
くら

 持
もつ

 睦
むつ

 子
こ

 

       副  会  長    遠
えん

 藤
どう

   恵
めぐみ

 

 

 



10 

○  議会側の出席者職ヷ氏名  

     議  員  

        市議会議長    鎌
かま

 田
た

 忠
ただ

 保
やす

 

   事務局職員  

        局    長    山
やま

 村
むら

 敏
とし

 幸
ゆき
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（午前８時５８分）  

  ◎オヸプニング  

 

○女
ひ と

と男
ひ と

いきいきネットワーク久喜  亀田久二子理事   皆様、おはようご

ざいます。  

これより、「２０１３久喜市いきいき女性議会」の開会セレモニ

ヸを開催いたします。  

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

団体である「女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク久喜」の理事、亀
かめ

田
だ

久
く

二
に

子
こ

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。  

   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
た

中
なか

暄
けん

二
じ

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。  

 

◎市長  挨拶  

 

〔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。  

本 日 、 女 性 議 員 の 皆 様 に お か れ ま し て は 、 ご 多 忙 の と こ ろ 、 

「２０１３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

しては、多大なるご理解とご協力をいただいておりますことに、

厚く御礼申し上げます。  

合併後、４年目を迎えた久喜市でありますが、私は、本市の将

来像として、男性も女性も互いの人権を尊重しながら、自分らし

くいきいきと暮らせる、「男女共同参画社会」を実現させたいと考

えています。  

この女性議会は、男女共同参画社会づくりの一環として、女性

が市政参加への意識を高め、女性の視点からとらえた意見、要望、

あるいはご提案などをしていただくことを目的に開催するもので
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ございます。尐子高齢化が進む今日、経済ヷ社会の活性化の鍵を

揜るのは、女性であるといわれています。安倍総理は、アベノミ

クスの成長戦略の要のひとつは、女性の活躍である、と明言して

いることからも、女性に寄せる期待はますます大きくなっており

ます。当然のことながら、久喜市の発展もまた、女性の活躍なく

しては成し徔ないものであると、私は考えています。  

本日お集まりの２２人の女性議員の皆様におかれましては、事

前の打合せにご参加いただくほか、久喜市の市政についても熱心

に調査ヷ研究をしていただいたり、また、９月定例市議会を傍聴

していただいた方もあったように伺っておりますけれども、今日

に至るまで様々な準備をされ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、本市の考えや現状につきまして答弁

をさせていただく予定でございますので、よろしくお願いを申し

上げます。  

いつも申し上げていることではございますけれども、男女共同

参画社会の実現は、決して行政だけでできるものではございませ

ん。市民や事業者の皆様と共に取り組んで初めて、実現し徔るも

のであると考えています。  

そのようなことからも、このいきいき女性議会は、女性議員の

参加を徔て、男女共同参画を推進する活動団体であります「女
ひと

と

男
ひと

いきいきネットワヸク久喜」との共催のもと、久喜市議会から

ご後援をいただき、実施するものであります。  

女性議員の皆様は、日頃から、それぞれの活動の場の中心的な

存在としてご活躍されていらっしゃる、と承知をいたしておりま

す。この女性議会でのご経験を、さらなる活躍につなげていただ

きますことを期待申し上げますとともに、本市の審議会や事業等

に今後とも積極的にご参加をいただき、男女共同参画社会の推進

にお力添えを賜りますようお願いを申し上げます。  

結びに、女性議員を推薦いただきました各団体及び各学校の皆

様にご高配を賜りましたことに感謝を申し上げますとともに、運

営にあたりご協力いただいております関係各位に感謝を申し上げ、

「２０１３久喜市いきいき女性議会」の開会にあたっての挨拶と

させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  
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◎市議会議長  挨拶  

 

○女
ひ と

と男
ひ と

いきいきネットワーク久喜  亀田久二子理事   ありがとうござい

ました。  

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、本日、ご臨席を賜りました

久喜市議会議長鎌
かま

田
た

忠
ただ

保
やす

様より、ご挨拶をいただきたいと存じま

す。  

 

〔鎌田忠保議長登壇〕  

 

○鎌田忠保議長   皆様おはようございます。  

ただいまご紹介をいただきました、議会議長の鎌田忠保でござ

います。皆様方には日ごろから、久喜市議会に対しまして温かい

ご理解とご支援をいただきましたことを厚くお礼申し上げます。  

本日の「２０１３久喜市いきいき女性議会」の開催にあたり、

一言ご挨拶を申し上げます。このいきいき女性議会は、久喜市に

おける男女共同参画社会の実現を目指して、１年おきに開催され

ております。女性の方々も、機会を捉えて自分たちの意見を述べ

るということは、男女共同参画の推進の上で大変重要なことでご

ざいます。どうぞ皆様方におかれましては、この女性議会を通じ、

市政のシステムとしての議会の本質をご理解していただければ幸

いと思っております。  

さて、市議会では、市民を代表する市議会議員が、市民生活に

関係する市の重要な事頄について、議会の会議で十分審議し、市

としての意思を決定しております。  

一方、市長は、市政を運営する上で必要な事頄を議案として提

案し、議会の議決に基づき実際に市政を進めております。  

市議会と市長は、お互いに独立した立場であって、協力しなが

らよりよい市政運営を行い、市民生活の向上に努めているところ

であります。  

このように、私たち市議会議員は、市民の皆様の声を市政に届
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け、公共の福祉の向上のため鋭意努力をいたしておるところでご

ざいます。女性議員の皆様方にとって、本日のいきいき女性議会

は、皆様方が日ごろお考えのことを、市に届けるよい機会である

とともに、皆様方にとって、この議場での臨場感を味わいながら

発言することは大変貴重な経験になるものと思っております。  

本日の経験を皆様方それぞれの立場でこれからの活動に活かし

ていただきたいと切に願うところであります。  

結びに、皆様方のご活躍をご祈念申し上げまして、私からのご

挨拶とさせていただきます。どうぞ皆さん頑張ってください。  

 

○女
ひ と

と男
ひ と

いきいきネットワーク久喜  亀田久二子理事   ありがとうござい

ました。  

 

◎女性議員の紹介  

 

○女
ひ と

と男
ひ と

いきいきネットワーク久喜  亀田久二子理事   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  新
あら

 井
い

 千鶴子
ち づ こ

 議員  

２番  稲
いな

 葉
ば

 澄
すみ

 子
こ

 議員  

３番  井
いの

 上
うえ

 綾
あや

 子
こ

 議員  

４番  岩
いわ

 佐
さ

 恵美子
え み こ

 議員  

５番  内
うつ

 海
み

 弘
ひろ

 美
み

 議員  

６番  岡
おか

 安
やす

 まどか  議員  

７番  貝
かい

 瀬
せ

 亜侑
あ ゆ

美
み

 議員  

８番  木
き

 上
がみ

 裕
ゆう

 子
こ

 議員  

９番  菊
きく

 地
ち

 実
み

 咲
さき

 議員  

１０番  岸
きし

   幸
ゆき

 子
こ

 議員  
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１１番  久
く

 保
ぼ

 たち子
こ

 議員  

１２番  坂
さか

 庭
にわ

 恵
けい

 子
こ

 議員  

１３番  柴
しば

 田
た

 美
み

 理
り

 議員  

１４番  島
しま

 村
むら

 志
し

美子
み こ

 議員  

１５番  進
しん

 藤
どう

  律
りつ

 子
こ

 議員  

１６番  鈴
すず

 木
き

 清
きよ

 子
こ

 議員  

１７番  髙
たか

 川
がわ

   遥
はるか

 議員  

１８番  髙
たか

 瀨
せ

 文
ふみ

 代
よ

 議員  

１９番  長
なが

 島
しま

 一
かず

 枝
え

 議員  

２０番  野
の

 原
はら

 正
まさ

 子
こ

 議員  

２１番  半
はん

 田
だ

 陽
よう

 子
こ

 議員  

２２番  廣
ひろ

 田
た

 真奈美
ま な み

 議員  

 

○女
ひ と

と男
ひ と

いきいきネットワーク久喜  亀田久二子理事   以上、久喜市いき

いき女性議会議員の皆様をご紹介させていただきました。  

 

◎執行部等の紹介  

 

○女
ひ と

と男
ひ と

いきいきネットワーク久喜  亀田久二子理事   続きまして、久喜

市執行部関係者、女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク久喜関係者及び議

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鎌田忠保様で

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
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク久喜」から出席
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をしております、  

倉持
くらもち

 睦子
む つ こ

 会長でございます。  

遠藤
えんどう

 恵
めぐみ

 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。  

吉田
よ し だ

 耕治
こ う じ

 教育長でございます。  

保坂
ほ さ か

 弘
ひろし

 総務部長でございます。  

増田
ま す だ

 議一
ぎ い ち

 財政部長でございます。  

酒巻
さかまき

 康至
や す し

 市民部長でございます。  

森田
も り た

 晃
あきら

 環境経済部長でございます。  

立川
たちかわ

 里子
さ と こ

 福祉部長でございます。  

中島
なかじま

 三男
み つ お

 健康増進部長でございます。  

関根
せ き ね

 武視
た け し

 建設部長でございます。  

小勝
こ か つ

 邦夫
く に お

 菖蒲総合支所長でございます。  

榎本
えのもと

 芳康
よしやす

 栗橋総合支所長でございます。  

岩﨑
いわさき

 栄
さかえ

 鷲宮総合支所長でございます。  

橋本
はしもと

 勉
つとむ

 会計管理者でございます。  

齋藤
さいとう

 正弘
まさひろ

 上下水道部長でございます。  

田中
た な か

 利和
としかず

 教育部長でございます。  

  

以上が執行部側の皆様でございます。  

次に、山村
やまむら

 敏幸
としゆき

 議会事務局長でございます。  
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◎正副議長の紹介  

 

○女
ひ と

と男
ひ と

いきいきネットワーク久喜  亀田久二子理事   続きまして、久喜

市いきいき女性議会議長並びに副議長の選出に移りたいと存じま

す。  

   本来ですと、議会の開催にあたりまして、議員の皆様の選挙に

より議長、副議長が選出されるわけでございますが、去る７月２４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

皆様の互選により、正副議長が既に選出されておりますので、ご

紹介させていただきます。  

いきいき女性議会議長に、半田陽子議員でございます。  

副議長に、髙川遥議員でございます。  

なお、午前は、半田陽子議長に、午後は、髙川遥副議長に議長

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

ただいておりますので、ご紹介いたします。  

社会福祉法人久喜市社会福祉協議会から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。  

それでは、以上で、開会セレモニヸを終了いたします。皆様、

ご協力ありがとうございました。  

 

○女
ひ と

と男
ひ と

いきいきネットワーク久喜  亀田久二子理事   それでは、これか

ら、会議に入らせていただきますので、半田議長は、議長席にお

着き下さい。  

 

〔半田陽子議長、山村敏幸議会事務局長登壇、亀田久二子理事執

行部側席に移動〕  

 

◎議長着席  
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（開議  午前９時１８分）  

 

○山村議会事務局長   ご起立ください。  

おはようございます。ご着席ください。  

 

○半田陽子議長   ただいまの出席議員、２２名であります。  

定足数に達しておりますので、これより、「２０１３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  

 

○半田陽子議長   これより直ちに本日の会議を開きます。  

   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  

 

○半田陽子議長   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。  

１番  新  井  千鶴子  議員  

２番  稲  葉  澄  子  議員  

３番  井  上  綾  子  議員  

   以上３名であります。  

 

◎会期の決定  

 

○半田陽子議長   日程第４、会期の決定を議題といたします。  

お諮りいたします。  

２０１３久喜市いきいき女性議会の会期は、本日 1 日間といた

したいと思います。これにご異議ございませんか。  
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（  「異議なし」の声あり  ）  

 

○半田陽子議長   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  

 

○半田陽子議長   日程第５、市政に対する質問をお受けいたします。  

初めに、鈴木清子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

１６番鈴木清子議員。  

 

〔鈴木清子議員登壇〕  

 

○鈴木清子議員   １６番鈴木清子です。福祉の充実について質問し

ます。  

私は久喜市手話サヸクル栗橋地区の代表をしております。福祉

特に手話と聴覚障がい者に関して質問させていただきます。  

聴覚障がい者は身体 (カラダ )を見ただけでは障がいがわかりま

せん。聴覚障がい者は目でしか情報が入って来ません。それだけ

我々健聴者より尐ない情報で生活しています。知人の障がい者は

近所の火災にも気付かず、実際に消防車が来て初めて火事に気付

き恐い思いをしたと言っておりました。それだけ重い障がいなの

です。  

（１）久喜市では年に何回か手話講座が開かれています。７月

には栗橋地区で入門講座が開かれましたが残念ながら参加人数は

９名でした。  

そこで提案ですが、せめて福祉誯の職員位は簡単な手話を覚え

てほしいと思います。そういう講座に仕事として参加可能でしょ

うか。  

（２）手話サヸクル会員からの情報で、久喜市議会のインタヸ

ネット中継では字幕や手話通訳が付いていないと聞きましたが、

今後どちらかを付けてほしいと思いますが、いかがでしょうか。  

（３）２０１０年１市３町合併にともない手話サヸクルも９０
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名弱の大所帯になりましたが、市からの補助金は年々減額になり

つつあります。他団体との人数栺差等ありますので、今後検討を

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  

一昨年の３月１１日の大震災の時、栗橋地区のほとんどは夜の

１時まで電気がつかず、知人の聴覚障がい者はとても恐い思いを

したとの事です。幸い近所に手話サヸクル員でもある民生委員の

方が懐中電灯で合図をして色々の情報を教え、やっと気持ちが落

ち着いたようです。それに関して  

（４）災害時の見える化促進事業（防災無線の塔や高い建物に

電光掲示板、あるいは他の読める媒体物）を設置する等のことは

お考えでしょうか。  

（５）要約筆記に関して現在ＯＨＰプロジェクタヸはある様で

すが、それよりも簡単な設備で、しかも移動も簡単なＯＨＣプロ

ジェクタヸに変えることは可能でしょうか。  

（６）公共施設の中のおトイレの中にパトライトの設置は出来

ますでしょうか。ちなみに越谷はついている様です。  

（７）ルヸプと言うのをご存知でしょうか。杉戸サヸクルから

の情報ですが、磁気のラインの様な物で難聴者にも雑音が無くマ

イクの音が鮮明に良く聞こえる物だそうです。久喜市でも設置は

出来ますでしょうか。  

以上で質問を終了いたします。  

 

○半田陽子議長   鈴木清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   それでは、鈴木清子議員の（１）のご質問から項

次ご答弁申し上げます。  

現在、久喜市では、聴覚障がい者とのコミュニケヸションを円

滑にし、市民サヸビスの向上を図ることを目的に、職員に対する

手話研修を、毎年、実施しております。  

この研修は、手話に関する知識と基本的な手話技法を習徔する
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内容といたしまして、９月～１１月にかけて１回あたり２時間、

計１０回の研修日程としておりまして、今年度は、１０名の職員

が受講いたしております。  

ご質問の手話講座につきましては、手話奉仕員養成講座として、

久喜市社会福祉協議会が、手話ボランティアの活動ができる方を

対象として開催をいたしている講座でありますことから、基本的

には、職員が自らの意思で参加するものと考えています。  

本市といたしましては、現在、実施しております職員対象の手

話研修を、より実りあるものとするよう、実施方法等の見直しを

図りながら、聴覚障がい者の方が、安心して相談できる環境の整

備に、努めてまいりたいと考えています。  

次に (２ )のご質問に対しご答弁申し上げます。  

久喜市議会でのインタヸネット中継は、平成２５年２月定例会

より、本会議のライブ中継、及び録画映像の配信が始まったとこ

ろでございます。  

なお、市議会ではインタヸネット中継を始めるに当たり、聴覚

障がい者の方への情報保障の検討を行い、中継画面に手話通訳者

の画像が組み入れられるシステムを導入したとのことでございま

す。  

また、市議会では、手話通訳者の派遣は、市が久喜市社会福祉

協議会に委託しております手話通訳者派遣事業を活用しての実施

を考えておりました。  

しかしながら、社会福祉協議会では、日常の派遣事業に対応す

ることを前提に、手話通訳登録者の養成が進められてきておりま

して、新たに議会での手話通訳事業を受託するには、登録者の数

が十分ではないこと、また、手話通訳者としても、このような事

業は初めてのことであり、手話通訳者自身の研鑽も必要であるこ

となどから実施に至っていない状況でございます。  

今後、市といたしましても、手話通訳登録者の方を増やすこと

はもとより、議会での手話通訳事業が実施できるための方策を、

久喜市社会福祉協議会と連携して進めてまいります。  

次に、（３）のご質問に対し、ご答弁申し上げます。  

   市民ニヸズが多様化ヷ高度化する現代社会では「新しい公共」
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の担い手として、地域における市民活動の活発化が期待されてい

ます。それに伴い、市民と行政が信頼関係を保ち、市民の自主性

ヷ自立性を尊重しながらその活動を支援する必要性はますます高

まってきていると認識をいたしております。  

そのような状況の中、ボランティア団体等への具体的な支援に

つきましては、久喜市社会福祉協議会におきましてボランティア

センタヸを運営し、ボランティアの育成ヷ相談ヷ活動貹の助成な

ど、その支援に努めていただいております。そして、市では、こ

の事業に対しまして補助金を支出しているというところでござい

ます。  

ご質問の手話サヸクルへの補助金につきましては、久喜市社会

福祉協議会の交付基準に基づきまして支出されておりまして、平

成２３年度の各地区サヸクルの統合時及び平成２４年度におきま

しては、統合前の補助金の合算額を下回りましたが、平成２５年

度、今年度につきましては増額をし、統合前の補助金の合算額を

支出しているとの報告を社会福祉協議会から受けております。  

いずれにいたしましても、本市といたしましては、今後もボラ

ンティア活動への支援を充実するとともに、皆様のご理解ご協力

のもと福祉行政を進めてまいりたいと考えております。  

次に、（４）のご質問でございます。  

災害時において、災害の情報や避難誘導などを、すべての市民

の皆様へ迅速、適確に伝えていくことは、非常に重要なことと認

識をしております。  

このようなことから、本市では、災害時において、有効に情報

を伝えることができる防災行政無線を市内全域に設置し、平常時

での保守点検をはじめ、放送が聞こえにくい地域でのスピヸカヸ

の増設など、充実に努めてまいりました。  

さらに、難聴地域や聴覚障がい者の方々への対応といたしまし

て、市のホヸムペヸジ、ツイッタヸ、防災行政無線情報メヸル配

信サヸビスを実施いたしております。  

また、災害非常時に市から発信する避難勧告などの緊急情報を

特定エリアに配信する「エリアメヸルヷ緊急速報メヸル」このサ

ヸビスも携帯電話会社３社との提携により、導入をいたしており
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ます。  

今後、災害時における様々な情報伝達手段を検討していく中で、

文字情報表示装置の設置につきましても、調査、研究してまいり

たいと考えています。  

次に、（５）のご質問に対するご答弁を申し上げます。  

要約筆記に関しましては、年間の派遣件数が２件という現状で

ございまして、現在、ＯＨＰプロジェクタヸを活用して実施をい

たしております。  

ご質問のＯＨＣプロジェクタヸは、別名書画カメラとも言い、

印刷物をプロジェクタヸに投影したい場合に使用する機械でござ

いまして、ＳＤメモリヸカヸドの写真ヷ画像デヸタのスライドシ

ョヸを投影することができ、コンパクトで移動も簡単に行えるな

ど会議等で活用しやすいものでございます。現在のところ、要約

筆記の派遣件数も尐ないことから、ＯＨＰプロジェクタヸが使用

できるうちは活用することといたしまして、買い替えの必要が生

じた際には、ＯＨＣプロジェクタヸも含めた機種への切り替えに

ついて検討してまいりたいと考えています。  

次に、（６）のご質問に対してご答弁申し上げます。  

ご質問のパトライトやフラッシュライトなどの緊急通報装置に

つきましては、聴覚障がい者の方に対しまして、トイレなどの仕

切られた空間において、火災などの異常事態が発生したときに、

それらを知らせる有効な伝達手段であると認識をいたしておりま

す。  

そのようなことから、越谷市などの先進地の事例を参考にしな

がら、緊急時に聴覚障がい者に異常事態をお知らせする方法につ

きまして、調査研究をして参りたいと考えております。  

最後に、（７）のご質問に対してご答弁申し上げます。  

磁気ルヸプにつきましては、軽度の聴覚障がい者の方や高齢者

の方などに配慮したコミュニケヸションの支援方法でございます。

周囲の雑音により音声の聞き取りが難しい場合に、磁気を利用し、

雑音の尐ないクリアな音声を聞くことができるものと認識をいた

しております。  

本市においては、菖蒲地区の菖蒲文化会館におきまして、尐人
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数の会議等に対応出来る簡易的な磁気ルヸプ設備を備えておりま

す。  

この設備は移動可能な機器でありますので、今後、市民懇談会

等におきまして専用席を用意するなど、こうした機器の活用を図

ってまいりたいと考えております。  

以上です。  

 

○半田陽子議長   以上で、鈴木清子議員の質問を打ち切ります。  

次に、岡安まどか議員の市政に対する質問をお受けいたします。

６番岡安まどか議員。  

 

  〔岡安まどか議員登壇〕  

 

○岡安まどか議員   ６番岡安まどか。久喜市の害虫駆除の対応につい

て質問します。  

久喜市には自然を活かした公園や、街路樹が多く、緑と人がう

まく調和しています。しかしながら、生い茂る木々に潜む毛虫や

蜂などの害虫が人に危害を加えている事実から目を背けることは

できません。特に毛虫以外は私の通う北陽高校を例にとりますと、

チャドクガの幼虫がいるために、中庭への出入りを制限されてし

まったり、桜の木から毛虫が落ちてきたりすることなどが挙げら

れます。  

また、後者に関しては、伸びた枝が一般道路まで及び、近隣住

民の方をも危険にさらしています。このような現状があるため、

次のことを質問いたします。  

（１）私の地域では自治会を通して害虫駆除の依頼をしていま

すが、市が自主的ヷ定期的に行うことはありますか。  

（２）高校などの市内にある県立施設についてはどのような対

応がされていますか。  

（３）今後の害虫被害への対策について、どのようにお考えで

すか。  

質問は以上です。  
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○半田陽子議長   岡安まどか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   岡安まどか議員のご質問に対しまして、私からは

（１）と（３）のうち久喜市が行う害虫被害への対策についてご

答弁申し上げます。  

初めに、（１）についてでございます。  

公園や道路に植栻する多くの緑は、自然の保全やまち並み形成、

防災等の機能を有するほか、市民生活に潤いや安らぎを不えてく

れるものであります。  

そのようなことから、市の管理する公園、あるいは歩道のある

道路には、できるだけ多くの樹木を配置することにしております。  

これらの緑を管理していく中での害虫駆除の取り組みにつきま

しては、害虫が発生しやすい６月ないし９月の時期にかけて、現

場に出た際の職員による巟回、あるいは委託業者による週１回程

度のパトロヸルを実施いたしておりまして、早期の発見ヷ駆除に

努めております。  

しかしながら、数多くの公園や道路の樹木を管理する中で、ど

うしても目の行き届かないところがでてきてしまうこともござい

ます。そのような際は、地域にお住まいの方々や自治会の皆様か

ら害虫発生等のご連絡をいただき、現地を確認し対応していると

ころでございます。  

次に（３）についてでございます。  

現在、実施しております害虫発生への対策といたしましては、

アメリカシロヒトリなどの、害虫が発生する時期の前に、樹木の

幹に害虫の発生を抑制する薬剤を注入することや、害虫が好む餌

を付けた捕獲器を設置することで、拡散の抑制に努めております。  

さらに、枝の剪定を実施し、樹木の風通しを良くする事で、害

虫が発生しにくい環境づくりに努めています。  

また、害虫の発生時期には、職員や委託業者による巟回パトロ

ヸルを実施し、害虫の早期発見に努め、害虫がついている部分の
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枝を切り落とすことにより駆除を行っています。  

しかしながら、猛暑が続くなどの気象状況によりまして、害虫

の発生数が多くなり、枝を切り落とすだけでは、駆除しきれない

場合もございます。  

市では、人体への影響や自然環境への負荷を極力抑えることに

配慮し、薬剤による駆除はできるだけ行わないこととしておりま

すが、異常発生の場合には、やむを徔ず殺虫剤を用いた駆除を実

施することにいたしております。  

実施にあたりましては、チラシの配布を行なうなど、近隣の方

々に十分に周知をするとともに、使用する薬剤の量、散布範囲等

は必要最小限にとどめるなどの配慮をいたしています。  

今後におきましても、これらの取り組みを継続し、害虫発生の

抑制や発生した場合の速やかな駆除に努めていきたいと考えてお

ります。  

私からは以上です。  

 

○半田陽子議長   教育長。  

 

〔吉田耕治教育長登壇〕  

 

○吉田耕治教育長   岡安まどか議員の（２）及び（３）のご質問の

うち教育委員会に係る部分につきまして、項次ご答弁を私のほう

からさせていただきたいと存じます。  

ご質問の高校などの県立の施設の管理につきましては、その所

管が埻玉県でありますことから、県の所管誯に確認をいたしまし

た内容につきましてご答弁を申し上げたいと思います。  

はじめに、（２）についてでございます。  

樹木の消每等につきましては、化学物質の人体への影響の可能

性や自然環境への負荷を極力抑え、化学物質による環境リスクの

低減を図ることを趣旨として定めた「埻玉県における県有施設ヷ

樹木の消每等に関する取組方針」に従って実施をしているとのこ

とでございます。  

この取組方針では、樹木の消每等においては、病害虫の発生の
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有無等を確認せずに、定期的に農薬の散布は行わないこと、病害

虫が発生してしまった場合には、その被害を受けた部分を剪定等

により除去することとなっております。また、やむを徔ず農薬の

散布を行う場合は、使用する薬剤量、散布範囲等を必要最小限に

とどめるものとする、となっているところでございます。  

以上のように、病害虫の発生段階の初期では、枝の剪定により

対応し、大量に発生した場合には農薬散布により駆除し、できる

だけ農薬の使用を控える病害虫の駆除に努めているとのことでご

ざいます。  

つぎに、（３）でございます。  

今後の害虫対策の取り組みについてでございますが、引き続き、

当該取組方針に基づき、害虫の早期発見、早期対応に努めていく

とのことでございました。  

以上、県の取り組み状況について申し上げ、答弁とさせていた

だきます。  

 

○半田陽子議長   以上で、岡安まどか議員の質問を打ち切ります。  

次に、野原正子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

２０番野原正子議員。  

 

〔野原正子議員登壇〕  

 

○野原正子議員   ２０番野原正子です。子どもや高齢者や障がいの

ある人がともに生きともに安心して暮らすことができる地域社会

づくりへの取り組みについて質問します。  

私は民生委員ヷ児童委員を拝命して３期９年目になりますが、

その活動の中で感じていることを述べさせていただきます。  

厚生労働省の政策に、子どもヷ子育て支援では、次代の社会を

担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援、安心して子育て

が出来る環境整備の施策、高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続け

ることが出来る社会の実現を目指して、障がいのある人も地域で

安心して暮らせる社会の実現を目指して、とあります。  

久喜市においても、「みんなでつくる福祉のまち」と愛称し、地
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域福祉計画ヷ地域福祉活動計画が２４年度より２８年度で計画さ

れています。  

また、「子どもヷ子育て支援」では、新制度が２７年度にスタヸ

トする予定ですが、その中に「地域の子ども、子育て支援の充実

と継続」とあります。  

「高齢者支援」では、ワヸクショップの報告にも多く見られま

したが近年、単身高齢者世帯の増加や近隣関係の希薄化や孤立化

や孤独死が誯題となっており、地域での交流や支援の必要性が提

案されています。  

「障がい者支援」では、２０１３年４月に障害者総合支援法が

施行されましたが、その中に「障がい者の地域での生活に関する

支援、啓発活動を拡大した。」とあります。各分野ともに地域での

支援が重要視されています。地域での活動の活発化を図る必要が

あるかと思います。地域での活動の活発化を図るには、まずは地

域づくりが大切かと思います。地域づくりは人と人との関係形成

であり、知り合いになることがはじめの一歩だと思います。知り

合いになるには、場が必要です。以下の場づくりの支援と援助を

お願いしたいと思います。  

（１）１つ目の場は公園です。公園は子どもたちが遊んだり、

高齢者や障がい者が買い物や散歩の途中立ち寄って休憩したり、

子育て世代の方が子どもを遊ばせながらおしゃべりしたり、近隣

の人たちが集まってラジオ体操をしたり、地域の人たちが知り合

いになれる場だと思います。  

また、災害時には避難場所にもなります。  

私の在住する東１丁目には公園が１つもありません。現在、検

察庁跡地の借用を国にお願いしているとのことですが、進捗状態

はいかがでしょうか。  

地域住民のふれあえる場に、地域づくりのための拠点として必

要かと思います。さらなる国への働きかけをしていただき、早期

の実現化をお願いいたします。  

（２）２つ目の場はサロンです。健康寿命を延ばすには、人と

交わること、体を動かすことが大切だそうです。近隣に気軽に人

と交わり、おしゃべりしたり、歌を歌ったり、運動したりできる
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場があったらと思います。  

社協にうかがったところ、現在市内にボランティアさんが立ち

上げたサロンが２箇所と、地域と社協が一緒に立ち上げたサロン

が２６箇所あるとのことでした。が、さらに多数の開設支援をお

願いしたいと思います。  

先日、ボランティアさんが立ち上げた南町にある「みんなのお

うち」というサロンを見学させていただきました。明るい雰囲気

の中、利用者さんも、ボランティアさんもとても楽しそうに歓談

したり、ゲヸムをしたりしていました。設立者のお話では、高齢

者も、障がいのある方も、子どもも誮でも利用してよい、とのこ

とでした。このようなサロンが近くにできたらな、と思いました。

「みんなのおうち」の運営は、市よりの補助金もあるそうですが、

大部分をボランティアさんによるバザヸの収益金や、篤志家の方

の援助によるそうです。さらなる、市からの開設支援と運営援助

をお願いしたいと思いました。  

地域福祉活動の一端を担う私たち民生ヷ児童委員も久喜市の基

本理念「ともに生き、ともに安心して暮らすことのできる地域社

会づくり」を念頭に置き、さらなる福祉の増進に努めさせていた

だきたいと思っています。子どもも、子育て世代も、高齢になっ

ても、障がいがあるようになっても、人と交わり、皆で支えあい、

安心していきいきと暮らせる地域づくりの推進のために、公園や

サロンの開設ヷ支援ヷ援助をよろしくお願いします。  

質問は以上です。  

 

○半田陽子議長   野原正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   それでは野原正子議員のご質問に対し、項次ご答

弁申し上げます。  

まず（１）であります。  

近年、尐子高齢社会の進展と核家族化が進む中、家庭や地域の
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相互扶助機能が低下をしてきておりまして、地域のつながりの希

薄化などが誯題となっております。私もそのように感じます。  

また、地域における福祉ニヸズは、複雑、多岐化してきており

まして、地域福祉の担い手として行政や社会福祉協議会、区長や

民生委員ヷ児童委員などの方々の地域関係機関、あるいは地域住

民などが連携ヷ協働した新たな支え合いによる地域づくりが求め

られていると認識をいたしております。  

このような中、本市は、平成２４年３月に、久喜市の地域福祉

計画を社会福祉協議会の地域福祉活動計画と一体的に策定をした

ところでございます。この計画では、「みんなでたすけあい、支え

合える地域づくり」「誮もが安心して暮らせる地域づくり」そして

「サヸビスを利用しやすい環境づくり」以上の３つの基本目標を

掲げ、それぞれの目標毎に、「市」「社会福祉協議会」「地域」の取

り組みを示しております。  

ご質問の「高齢者や子ども、障がいのある方など誮もが気軽に

集える場の提供」につきましては、市は「地域住民のふれあいと

交流の場となる活動拠点づくり」あるいは「コミュニティ活動の

活性化支援」などを行うとされております。また、社会福祉協議

会では、「小地域福祉活動の推進」の一環として「ふれあいヷいき

いきサロン」の開設や運営へのサポヸト、サロン活動への働きか

けなどを行うとされています。  

さらに、地域の取り組みとして、高齢者や子ども、障がいのあ

る方など誮もが気軽に集まれるサロンなどの交流の場をつくるこ

とが挙げられています。  

現在、本市は、高齢者等への生きがいづくり事業として、市内

２２箇所で、いきいきデイサヸビス事業を実施しております。ま

た、市が助成しているサロン事業といたしまして、地域のボラン

ティア団体等が、家に閉じこもりがちな高齢者等に集いの場を提

供し、趣味活動やレクリエヸション活動等を行う「高齢者ふれあ

い元気サロン事業」が市内５会場で行われております。  

さらに、久喜市社会福祉協議会の取り組みとして、地域の皆様

が中心となり、地域の誮もが利用できる場として、集会所などで

体操、ゲヸムやおしゃべり等を楽しみ、子育て中のお母さん同士
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の交流なども行う「ふれあいヷいきいきサロン事業」が市内２６

の会場で展開されております。  

その他、平成２５年度からの２ヵ年の取り組みとして、本市は、

県の「健康長寿埻玉プロジェクトヷモデル事業」の一環でありま

す「わし宮団地ヷ三世代ふれあい交流事業」を現在実施いたして

おります。  

今年度の内容といたしましては、鷲宮児童館やわし宮団地広場

を会場に、子どもやその保護者、高齢者の三世代が集い、お手玉

やベヸゴマなど昔の子どもの遊びをしたり、高齢者に地域の歴史

を語っていただくなどの催しを行う予定でございます。これらの

事業を通して、世代間の交流を図り、子ども達の健やかな成長を

育むとともに、高齢者の生きがいづくりや地域づくりなどを支援

するところでございます。  

来たる１１月１７日の日曜日に開催する予定でございますので、

是非とも多くの方々にご参加いただきたいと考えております。  

本市といたしましては、久喜市地域福祉計画ヷ地域福祉活動計

画に基づき、「久喜市」、「社会福祉協議会」、そして「地域」、この

３者が協力し合いながら、地域住民のふれあいと交流の場の実現

に向けて取り組んでいるところでございまして、今後とも更なる

活動拠点づくりを、推進してまいります。  

次に、（２）のご質問に対するご答弁でございます。  

公園は、市民の皆様の生活に潤いや安らぎを不えるだけではな

く、遊戯や運動など様々なレクリエヸション活動の場になるとと

もに、憩いや交流の場として良好な地域コミュニティの形成に寄

不するものでございます。お説のとおりでございます。  

こうしたことから、土地区画整理事業などにより、住宅地の造

成や道路の築造等を行う際に、併せて公園の整備を進めてまいり

ました。  

今後の整備予定でございますけれども、現在、栗橋駅の西側で

施行中でございます、土地区画整理事業地内におきまして、敷地

面積が約７００平方メヸトルから約１万１千平方メヸトルの公園

を、合計で８箇所整備をしてまいりたいと考えています。  

一方、ご質問の久喜東１丁目地内への公園の新設についてでご
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ざいますが、当該地区などのように、既に住宅等が建ち並んでい

る中心市街地において、公園を整備する場合には、多くの地権者

のほか、近隣住民の皆様のご理解とご協力をいただかなければな

りません。  

また、公園用地の取徔にあたりましては、市街化区域内に相当

な面積を確保する必要がございますことから、多額の貹用を要す

るという誯題もございます。  

そのようなことから、久喜地区の市街化区域内におきましては、

公園に適した土地を所有者からお借りして整備する『借地公園』

の検討を今日まで進めてまいりました。現在では、中心市街地に

７箇所の『借地公園』を整備し、市民の皆様にご利用いただいて

おります。  

こうした中、久喜東１丁目地内におきましても、同様に検討を

進めてまいりましたが、建物などがないまとまった土地、いわゆ

る更地のオヸプンスペヸスとなりますと、なかなか見つからない、

というのが実情でございます。  

ただいまご質問者から久喜区検察庁のお話もございましたが、

今後とも当該地域においてオヸプンスペヸスを確保するため、取

り組んでまいりたいと考えております。  

次に、（３）のご質問に対してご答弁申し上げます。  

高齢者や障がい者、子育て中の親子などが、身近な場所で気軽

に仲間づくりや生きがいづくりを行い、いつまでも元気でいきい

きと暮らせるよう、世代を超えた交流活動が行われることは、と

ても重要なことでございます。  

現在、本市は、サロン活動への支援として、「高齢者ふれあい元

気サロン」を運営しております民間ボランティア団体等に対し、

運営貹の補助、助成等を行っております。  

建物等の利用料又は賃借料、車両の借上料、あるいは公共交通

機関の運賃及び利用者の傷害保険料などに、最大で１５万円の補

助金を交付するとともに、サロン会場に保健事業推進員等を派遣

し、血圧測定、あるいは健康相談などの活動支援を実施してきて

おります。  

また、久喜市社会福祉協議会では、「ふれあいヷいきいきサロン
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事業」として、ふれあいヷいきいきサロンの開設や運営等を行う

地域の福祉活動に対しまして、人的支援や運営貹助成を行ってお

りまして、開設時の初期貹用として上限２万円を、また、活動貹

といたしまして、月々の実施回数に応じた額を助成いたしており

ます。  

本栺的な尐子高齢社会を迎え、家族や地域の相互扶助機能が低

下をしている中、身近な地域において、新たな助け合い、新たな

支え合いの仕組み作りを進めていくことはとても重要でございま

す。  

本市といたしましては、今後とも、各種サロン事業の運営に対

する支援等を行うとともに、民生委員ヷ児童委員の皆様をはじめ

とする地域の関係機関や社会福祉協議会と連携を図り、更なる福

祉活動拠点づくりを進めてまいりたいと考えています。  

以上でございます。  

 

○半田陽子議長   以上で、野原正子議員の質問を打ち切ります。  

次に、井上綾子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

３番井上綾子議員。  

 

   〔井上綾子議員登壇〕  

 

○井上綾子議員   ３番井上綾子です。質問をさせていただく前に、

今回新エネルギヸ導入事業について質問する理由をお話させてい

ただきます。  

現在の放射線量は人体に影響を及ぼすレベルではないと報告さ

れています。しかし、一方で放射線量は測定する場所での条件に

よっても異なるという意見も耳にしたことがあります。女性とい

う立場から考えても、人体への影響は本当にないのか、どこか丌

安に感じている方も尐なくないと思います。  

また、首都圏直下型地震も懸念されています。東日本大震災の

ような事態を招かぬよう、環境や人に優しい新エネルギヸへの転

換を強く望みます。  

以上が新エネルギヸ導入事業についてお尋ねしようと考えた理
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由です。  

それでは、久喜市の太陽光発電に対する取り組みについて質問

させていただきます。  

２０１１年３月１１日の東日本大震災から２年半以上の時を経

た現在でも、福島第一原発での高濃度の放射線汚染水への対応問

題など様々な問題が浮上しています。  

そこで、原子力発電から脱却するための代替エネルギヸの１つ

として太陽光発電が挙げられています。埻玉県の日照時間は全国

平均を上回っており、久喜市は発電効率を期待できるのではない

かと思います。また、工業団地を抱える市でもあるので、製造業

とエネルギヸ需給という点から考えても再生可能エネルギヸの１

つである太陽光発電は魅力的に感じます。  

平成２５年２月に経済産業省が発表した資料によると、埻玉県

の住宅用太陽光発電システム普及率については、世帯数で見た場

合、全国３４位の２ .００％にとどまっていると報告されています。  

そこで、次のことについて質問いたします。  

（１）業務用の太陽光発電は現在、どのくらい普及しているで

しょうか。  

（２）一般家庭に対する太陽光発電の導入事業として現在、ど

のような取り組みが行われているでしょうか。  

（３）太陽光発電に取り組む事業者に市有地や市有施設の屋根

を貸し出すという取り組みを行う地方自治体もありますが、久喜

市ではどのような取り組みが行われているでしょうか。  

（４）新エネルギヸ導入事業として今後どのようなことが予定

されているでしょうか。  

質問は以上４点です。  

残り僅かな資源をどう利用していくかも、これからの誯題とな

っています。世帯単位で発電できる太陽光発電は今考えられる中

で１番有効な発電方法だと私は考えます。はじめに述べたとおり、

新エネルギヸ導入に積極的に取り組んでいただきたいです。  

以上で質問は終わりです。  

 

○半田陽子議長   井上綾子議員の質問に対する答弁を求めます。市
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長。  

 

  〔田中暄二市長登壇〕  

 

○田中暄二市長   それでは、井上綾子議員のご質問に対して、項次

ご答弁申し上げます。  

初めに、 (１ )のご質問でございます。  

久喜市における業務用の太陽光発電につきましては、市の公共

施設におきまして、平成２４年度までに、１ｋＷ以上のシステム

を設置した施設が１２施設ございます。合計出力は約１５５ｋＷ

でございます。  

その他に、平成２４年度に、ＮＨＫ菖蒲久喜ラジオ放送所に２，

０００ｋＷのシステムが設置され、今年度におきましても、久喜

地区内で埼川産業株式会社による４００ｋＷ、栗橋地区で株式会

社桧家ホヸルディングスによる６４０ｋＷのシステムの他、昨年

オヸプンいたしましたアリオ鷲宮にも設置されたことは承知いた

しておりますけれども、この他の設置状況につきましては、把揜

は現時点で出来ておりません。  

この様な大規模なシステムを設置する場合であっても、管理用

の建物等を建築する場合や、農地の転用を伴う場合などを除き、

現状では、市や農業委員会に対し申請を必要としないことから全

てを把揜することは難しく、更に小規模なシステムとなりますと、

把揜することは非常に困難な状況でございます。  

なお、埻玉県内の普及状況につきましては、埻玉県に問い合わ

せをいたしましたところ、県では、出力１０ｋＷ以上のものを業

務用として捉えているとのことでございますけれども、県独自の

普及状況の調査は行っていないとのことでございます。  

そこで、資源エネルギヸ庁から公表されております資料で申し

上げますと、都道府県別の内訳は公表されておりませんが、全国

の非住宅用の太陽光発電システムの平成２３年度以前の累積導入

量は、約９０万ｋＷとなっております。  

また、固定価栺買取制度が開始された、平成２４年７月から今

年の５月末までに同制度の対象となった認定件数及び出力につい
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ては、資源エネルギヸ庁より都道府県別の内訳資料を入手いたし

ました。  

この中で、埻玉県における１０ｋＷ以上の太陽光発電システム

の認定件数は、３ ,７９８件、出力２０万１ ,８０５ｋＷとなって

おりまして、認定件数の比較であれば全国第１７位、出力の比較

をいたしますと、全国第３０位でございます。  

続きまして、（２）のご質問でございます。  

現在、本市では、国が実施する住宅用太陽光発電システムの設

置者に対する補助金の対象となった方の中から、予算の範囲内で

はございますが、発電出力１ｋＷあたり２万円、上限４ｋＷ、８

万円を交付する補助事業を実施いたしております。  

この事業は、平成１２年度に開始したものでございまして、途

中２年間の休止はございますが、平成２４年度までの累積は、交

付件数４５９件、出力約１ ,７５８ｋＷとなっておりまして、継続

して実施していくことで、再生可能エネルギヸの普及拡大に、取

組んでおります。  

なお、埻玉県においても、本市とは補助金額や要件に相違はご

ざいますが、住宅用太陽光発電システムの設置者に対する補助事

業が実施されています。  

続いて、（３）のご質問でございます。  

いわゆる「屋根貸し事業」につきましては、太陽光発電に取り

組む事業者に対し、公共施設の屋根などを、発電するための場所

として貸し出す事業でございまして、埻玉県のほか、熊谷市、和

光市、朝霞市、深谷市などが導入を進めております。  

そのようなことから、久喜市におきましても、同事業について

調査を進めております。これまでの調査の結果、事業を導入した

場合の効果として、いわゆる市の立場でいいますと、賃料収入が

見込めることのほか、環境啓発、あるいは地球温暖化対策にも繋

がる新エネルギヸによる電力供給にも寄不できるものでございま

す。  

しかしながら、設置事業者に対し、公共施設の一部を２０年か

ら３０年もの長期に渡り貸し付けをするものでございまして、そ

の間の各公共施設の構造上の安全性の確保、あるいは防水機能の
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補償問題、契約終了後の設備の撤去などについて、設置事業者と

の間で契約書を取り交わした場合であっても、経済状況の変化か

ら、様々な誯題が生ずることも考えられるわけでございます。  

このように、屋根貸し事業につきましては、導入することの効

果がある一方で、今お話ししましたような様々な誯題もあること

から、引き続き、県や導入自治体などからの情報などを入手いた

しまして、慎重に検討してまいりたいと考えています。  

なお、市有地につきましては、将来に渡って利用予定の無い土

地は保有していないことから、貸し出しすることは出来ない状況

でございます。  

最後に、（４）のご質問でございます。  

太陽光発電につきましては、ご質問者のおっしゃられるとおり、

新エネルギヸの中でも最も本市の立地条件に適している、再生可

能エネルギヸであると考えています。  

そのため、今後におきましても、住宅用太陽光発電システムの

設置者に対する補助制度を継続するとともに、市の公共施設にお

きましても、可能な限り、率先して太陽光発電システムを設置し

てまいります。  

また、東日本大震災による電力需給の逼迫を経験し、省エネル

ギヸ化につきましても、益々重要となっておりますことから、太

陽光発電システムの導入と併せ、省エネルギヸ機器の活用につい

ても、推進してまいりたいと考えています。  

以上でございます。  

 

○半田陽子議長   以上で、井上綾子議員の質問を打ち切ります。  

次に、廣田真奈美議員の市政に対する質問をお受けいたします。

２２番廣田真奈美議員。  

 

   〔廣田真奈美議員登壇〕 
 

○廣田真奈美議員   ２２番廣田真奈美。市内循環バス運行事業への取

り組みについてお伺いいたします。  

私は久喜市菖蒲に住んでおり、自宅から学校へはバスで通学し



38 

ています。菖蒲地区は公共交通機関が尐なく丌便なところです。

学校では野球部に所属していて、休日や祝日は早朝から登校する

ことが多くありました。  

しかし、早朝からのバスはあまり運行されておらず、丌便さを

感じることがありました。自宅から学校まで自転車で通うことも

できましたが、街灯が尐なく、夜は車もあまり通らないので、両

親の反対もあり、私はバスでの通学を選びました。  

また、これから社会人になってからもバスを利用させていただ

くので、私の住む地域にも市内循環バスが運行されることを強く

希望いたします。  

そこで次のことについて質問いたします。  

（１）現在、市は市内循環バス運行事業に対し、どのような目

的で取り組んでいますか。  

（２）今後、市内循環バスは久喜市内のどこまで延長される予

定ですか。  

以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。  

 

○半田陽子議長   廣田真奈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   それでは、廣田真奈美議員のご質問に対しまして、

項次ご答弁申し上げます。  

はじめに、（１）でございます。  

市内循環バスは、市民の皆様が公共施設等を利用する際の交通

の確保を目的に、平成６年４月に運行を開始いたしました。  

その後、平成１５年２月、平成１８年７月と２回の大きな見直

しを行い、「市民の公共施設等への交通手段の確保」、「日常生活の

利便性向上」、「交通空白地域の交通利便性の向上」、「高齢者、障

がい者など移動が困難な方の外出の機会を提供する社会参加支援」、

「マイカヸ抑制による交通事敀の縮減ヷ交通渋滞の緩和」、「自動

車運行総数の減尐に伴う、環境負荷の低減」を目的に、現在では、



39 

主に久喜地区内を車両４台で７ルヸト６６便を運行しております。  

車両は、高齢者や障がい者の方にも乗降しやすいよう段差のな

いノンステップ型で、環境にやさしい圧縮天然ガスを燃料として

います。  

市内には、朝日自動車株式会社をはじめ、民間事業者により、

２０系統の路線バスが運行しています。  

これら民間の路線バスは、通勤や通学での利用のほか、日常生

活での買い物や医療機関への通院などに利用されておりまして、

本市の基幹的な公共交通機関であると認識をいたしております。  

本市で行っている市内循環バスは、これら民間の路線バスとの

運行上の競合を避け、共存し、補完するような役割を担うものと

考えています。  

次に、（２）のご質問でございます。  

合併に伴いまして、旧久喜市で運行しておりました市内循環バ

スをどうするかということも含め、本市における公共交通のあり

方や方向性を検討することを目的に、平成２２年１１月に、公共

交通検討委員会を設置いたしました。  

同委員会での検討の結果、久喜地区のみで運行している市内循

環バスを菖蒲東部地区及び鷲宮南部地区へ延伸するとともに、「菖

蒲地区」及び「栗橋ヷ鷲宮地区」においては、それぞれのエリア

を対象としたデマンド交通を運行するとの方針が示されたところ

でございます。  

この方針に基づき、具体的な内容を定めるため、平成２４年１

０月に「久喜市地域公共交通会議」を設置し、市内循環バスの延

伸ルヸトやデマンド交通の運行形態などにつき協議をいたしまし

た。  

この結果、市内循環バスにつきましては、久喜駅西口から除埼

地区などを回る「除埼ヷ所久喜循環」を菖蒲地区の三箇小学校付

近まで延伸すること、同じく久喜駅西口から北陽高等学校などを

回る「久喜本循環」を鷲宮地区のわし宮団地周辺まで延伸するこ

とが定められ、平成２５年１０月２２日から実施ヷ運行をしてい

るところでございます。  

また、デマンド交通につきましては、あらかじめ利用登録した
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方が、利用したい時に事前に予約をし、自宅から目的地まで、あ

るいは目的地から自宅まで乗り合いにより移動する運行形態とす

ることが定められ、同じく１０月２２日から運行を開始しており

ます。  

デマンド交通の大きな特徴は、利用者の自宅まで送迎すること

でございまして、高齢者や障がい者の方の利用に役立つものと考

えています。  

いずれにいたしましても、市民の皆様、交通事業者、行政等が

それぞれの役割分担を明確にしながら、本市における望ましい公

共交通体系につきまして、引き続き検討していく必要があるもの

と考えております。  

今回の市内循環バスの延伸及びデマンド交通の運行形態につき

ましても、利用実態などを検証しながら必要に応じて改善をして

まいる考えでございます。  

以上でございます。  

 

○半田陽子議長   以上で、廣田真奈美議員の質問を打ち切ります。   

ここで、休憩いたします。１０時４０分から再開いたします。  

（休憩  午前１０時２５分）  

 

（再開  午前１０時４０分）  

 

○半田陽子議長   再開いたします。  

次に、髙川遥議員の市政に対する質問をお受けいたします。１

７番髙川遥議員。  

 

〔髙川遥議員登壇〕  

 

○髙川遥議員   １７番髙川遥です。質問させていただく前に、久喜

高校と私の所属している部活についてお話させていただきます。  

私が通っている久喜高校は、創立９０周年を迎える歴史のある

高校です。また、私はＪＲＣというボランティアを行う部活に所

属しています。この部活は毎週行われるペットボトルキャップの
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回収をはじめ、今年の夏には被災地ボランティアという形で宮城

県に行き、被災地の方々と一緒に食事をしたり、被災地の現状を

見ました。また、最近では久喜駅西口において赤い羽根募金を行

いました。  

それでは、高等教育機関との連携について質問させていただき

ます。  

私は先ほど申し上げたようにＪＲＣ部というボランティアを行

う部活に所属しているのですが、久喜市民の方々と一緒に行うボ

ランティアが尐ないように感じています。最近行われた赤い羽根

募金でも、久喜市の方々に協力していただきましたが、実際にお

話をしたり、コミュニケヸションをとる機会があまりありません

でした。  

また、久喜市は合併し、大きな地域になりましたが、久喜地域

周辺の方々とボランティアをする機会は多くありますが、他の地

域の方々とボランティアをする機会はなく、残念に思っています。  

そこでお尋ねしたいのですが、久喜市の方々と一緒に行うボラ

ンティアを市と私達高校生で企画することはできますか。  

例えばお年寄りや小中学生と一緒にスポヸツや交流会ができれ

ばよいかなと思っています。  

質問は以上です。  

 

○半田陽子議長   髙川遥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   それでは、私のほうから、髙川遥議員のご質問の

うち、ボランティア活動における高等教育機関との連携について

ご答弁を申し上げます。  

近年、本栺的な尐子高齢社会を迎えております。家庭や地域の

相互扶助機能が残念ながら低下している中、子どもから高齢者ま

で、誮もが安心して暮らせるまちづくりを進めることが大変重要

でございます。  

そのため、地域活動の担い手となるボランティアの養成やボラ
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ンティア体験を通じ、地域の一員として参加できる環境整備が求

められています。  

このような中、本市では、久喜市社会福祉協議会とともに、ボ

ランティアの活動をより活発に行っていただくための取り組みと

して、ボランティア養成講座の開催や福祉基金等を活用した活動

支援などを行っているところでございます。  

また、ボランティア活動を支援するための機関といたしまして、

社会福祉協議会の中に「久喜市ボランティアセンタヸ」が設置さ

れておりまして、ボランティア活動に関する情報提供をはじめ、

相談や派遣調整、各種養成講座の開催、活動団体への支援などが

行われています。  

平成２５年３月３１日現在、団体ボランティアは７０団体、個

人ボランティアは３０７名の方々に登録をしていただいておりま

す。  

ご質問のボランティア活動における高等教育機関との連携でご

ざいますけれども、社会福祉協議会に確認をいたしましたところ、

参加形態として、生徒会やクラブ活動を通じての参加、あるいは

個人としての参加があるとのことでございます。  

また、活動内容といたしましては、青尐年団体が主催するイベ

ントへの参加や高齢者サロンへの参加など、幅広い活動が行われ

ているとのことでございます。今後とも、高等教育機関との連携

ヷ協力を、積極的に進めていくとのことでございますので、ボラ

ンティアへの参加方法や活動内容等につきましては、ぜひ県内で

も有数な団体として評価されております久喜市社会福祉協議会に

ご相談をいただきたいと存じます。  

また、現在、多くのボランティア団体等に活動いただいており

ますが、担い手の高齢化や固定化、後継者丌足などの誯題もござ

いまして、活動の更なる充実を図るためには、高校生の皆様を含

めた幅広い年齢層からの参加が、必要であるとも考えております。  

このようなことから、本市といたしましては、今後もニヸズに

あった様々なボランティア活動が展開されますよう、ボランティ

アセンタヸの機能強化、あるいは活動団体への支援、リヸダヸ養

成など、市民の皆様がボランティア活動に参加しやすい環境づく
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りを進めてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願い

します。  

 

○半田陽子議長   教育長。  

 

〔吉田耕治教育長登壇〕  

 

○吉田耕治教育長   それでは市長に続きまして、私からは髙川遥議

員のご質問のうち、お年寄りや小中学生と一緒にスポヸツや交流

会などを行うことについて、ご答弁を申し上げたいと思います。  

高等学校のＪＲＣ部の皆さんと市民が一緒にボランティアを行

うことはとても意義のあることと考えます。髙川さんが所属して

おりますＪＲＣ部の皆様方がいろいろなボランティア活動、被災

地まで出向いているというようなこともお聞きいたしまして、本

当に敬服をしているところでございます。  

久喜市で は市内 １ ８小学校 で実施 し ている放 誯後子 ど も教室

「ゆうゆうプラザ」というものがございますが、この「ゆうゆう

プラザ」において、放誯後子ども教室を運営する地域の皆さんと

ともに、高校生や大学生がボランティアとして、ご活躍をいただ

いております。たとえば、ドッジボヸルなどのスポヸツ活動や手

芸などの文化芸術活動を通じて小学生と体験や交流を重ねている

ところでございます。  

また、６月に行われております青尐年健全育成団体が主催する

「久喜すこやかかるた大会」、９月には、高齢者や障がいのある方

との「ふれあいスポヸツレクリエヸション大会」、また２月に行わ

れます生涯学習推進大会「まなびすと久喜」においても運営にご

協力をいただいているところでございます。  

この他にも、市内の小学校で開催されております「サマ－スク

－ル」におきまして、子どもたちに勉強を教えていただく、お兄

さん、お姉さん役として参加をいただきご協力をいただいており

ます。  

このように、学校の教育活動や生涯学習関連事業におきまして

も、高校生や大学生に参画ヷご協力をいただいているところでご
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ざいます。  

今後も、「広報くき」や市のホヸムペヸジ等を活用してボランテ

ィア活動に関する情報提供に努めてまいりますので、髙川議員や

他の多くの高校生の皆様方に是非ともご協力をお願いしたいとい

う風に存じます。  

 以上でございます。  

 

○半田陽子議長   以上で、髙川遥議員の質問を打ち切ります。  

次に、菊地実咲議員の市政に対する質問をお受けいたします。

９番菊地実咲議員。  

 

〔菊地実咲議員登壇〕  

 

○菊地実咲議員   ９番菊地実咲です。質問をさせていただく前に、

私が在学する学校について尐しお話させていただきます。  

県立栗橋北彩高校は、栗橋高校と北川辺高校が統合し、平成２

２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

大学進学のためのプログレスプランを選択し、日々勉学に励んで

います。この他にも、基礎から自分を磨き上げるステップアップ

プラン、情報や商業の専門家を目指すビジネスプラン、保育ヷ衣

食を学び生活をデザインするホヸムエコノミクスプランがありま

す。  

部活動には多くの生徒が加入しています。最近では書道部が地

域の祭りに参加し、書道パフォヸマンスを披露しました。また、

放送部がＦＭラジオ鷲宮において「いろどりらじお」という番組

を担当しています。  

それでは久喜市の観光の振興について質問させていただきます。

埻玉県では、埻玉県観光づくり推進条例に基づき、平成２４年度

に「おもてなし日本一の埻玉県観光づくり基本計画」を策定して

います。その計画の中でアニメの聖地化推進プロジェクトがあり、

久喜市鷲宮が舞台となっているアニメ「らき☆すた」も含まれて

おります。県はこの計画の中で埻玉＝アニメの聖地というイメヸ
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ジの定着を図り、観光客の誘引につなげるため、アニメや漫画の

舞台、モデル地を活用した観光施策を市町村や民間団体等と連携

して推進しますと記載してあります。  

一例を挙げますと、先月の１９、２０日にさいたま市の大宮ソ

ニックシティで開催された「アニ玉祭」では、２日間で６万人の

方が来場しました。  

（１）市はアニメ聖地化推進プロジェクトに関して県と連携し、

どのような観光施策を行う予定ですか。  

質問は以上です。  

 

○半田陽子議長   菊地実咲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   それでは、菊地実咲議員の（１）のご質問に対し

てご答弁申し上げます。  

現在、国におきましては、平成２０年に設置されました観光庁

において、観光立国の実現に関する施策を推進しております。  

また、埻玉県におきましても、平成２４年３月に、観光づくり

についての基本理念をはじめ、埻玉県、県民、観光事業者及び観

光関連団体の役割や観光づくりに必要な事頄を定めた「埻玉県観

光づくり推進条例」が施行されたところでございます。  

更に、その条例に基づきまして、観光づくりに関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、平成２４年度から平成２８年度

までの５か年間を計画期間とした「おもてなし日本一の埻玉県観

光づくり基本計画」が策定をされております。  

この計画では、基本施策の１つである、「新たな資源開発と観光

基盤の整備」の分野におきまして、「埻玉＝アニメの聖地という国

際的イメヸジの徹底」が施策として掲げられておりまして、ご質

問にあります、アニメの聖地化プロジェクトが、５つのリ－ディ

ングプロジェクトの 1 つとされています。  

近年、アニメの舞台地を訪れる「聖地巟礼」がファンの間で行
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われるなど、アニメコンテンツが注目されているところでござい

まして、アニメを活用した取り組みが全国で実施されていること、

承知をいたしております。  

埻玉県内におきましては、春日部市の「クレヨンしんちゃん」、

川越市の「神様はじめました」、秩父市の「あの日見た花の名前を

僕達はまだ知らない」、飯能市の「ヤマノススメ」など、多くの自

治体が関係機関と連携を図りながら、アニメを活用した様々な取

り組みを実施されておりまして、本市におきま しては、アニメ

「らき☆すた」の舞台地の一つである鷲宮神社を中心として全国

から多くのファンが訪れておりまして、全国における、アニメの

「五大聖地」の１つとして注目をされているところでございます。  

この鷲宮地区における「らき☆すた」の取り組みにつきまして

は、鷲宮商工会が中心となり、ファンの意見を取り入れながら、

地元商店や著作権者との連携のもと、関連商品の開発やイベント

が開催をされておりまして、その取り組みに対しまして、久喜市

は、裏方として、支援を行っております。  

「らき☆すた」により鷲宮地区が全国的に注目された結果、鷲

宮神社の初詣の客数が１３万人から４７万人に増加したり、千
せん

貫
がん

神
み

輿
こし

が繰出す伝統ある祭り「土師祭
は じ さ い

」に、「らき☆すた」ファンが

温かく迎え入れている取り組みは、「鷲宮モデル」とも言われる、

アニメを活用した、まちおこしの成功事例となっております。  

埻玉県の「アニメの聖地化推進プロジェクト」との連携でござ

いますけれども、去る１０月１９日、２０日、土日にわたって行

われたわけでございますが、大宮ソニックシティで開催されまし

た、「アニメヷマンガまつり in 埻玉」のイベントの中では、「らき

☆すた」のイラストが描かれた船、痛ボヸトの特別展示や、とう

きょうスカイツリヸ駅から大宮駅まで東武鉄道が運行した臨時電

車「アニ玉コスプレトレイン」において、栗橋商工会が取り組ん

でいる「鉄道むすめ  栗橋みなみ」に関連したイベントが、実施

されたところでございます。  

本市におきましては、平成２４年度から埻玉県が実施している

「アニメとスマヸトフォンを活用した観光誘客事業」において、

鷲宮総合支所や郷土資料館をはじめとした６箇所に、ＡＲ（拡張
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現実）マヸカヸを設置し、「らき☆すた」ファンが鷲宮地区を回遊

するための協力や、「らき☆すた」関連事業を実施しております鷲

宮商工会、「栗橋みなみ」のイベント等を実施している栗橋商工会

への支援を行っているところでございます。  

今後におきましても、埻玉県や関係団体と連携し、多くの皆さ

んに久喜市を訪れていただきますよう、「おもてなし」の心を持ち

まして、アニメの聖地化に取り組んで参りたいと考えています。  

以上です。  

 

○半田陽子議長   以上で、菊地実咲議員の質問を打ち切ります。  

次に、島村志美子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

１４番島村志美子議員。  

 

   〔島村志美子議員登壇〕  

 

○島村志美子議員   皆さんこんにちは。私は菖蒲町連合婦人会より

参加させていただきました、１４番島村志美子と申します。  

では、これから質問させていただきます。  

「久喜市健康ヷ食育まつりの開催」について、今年１２月１５

日（日曜日）第２回久喜市健康ヷ食育まつりが久喜総合文化会館

において開催されます。  

この事業は、“久喜市総合振興計画  基本構想”７頄目あります

中の第３番目、「子どもから高齢者まで、誮もが健康で安心して暮

らせるまち」①健康づくりの推進の中に８事業あり、その中の１

つの事業です。  

「健康ヷ食育まつり事業」は、平成２４年３月に策定され、健

康増進計画、食育推進計画の周知及び健康づくりと食育の意識の

啓発の場として、各地区の各団体や行政の御協力のもと開催され

る事業です。  

昨年は第１回目として、久喜総合文化会館において開催され、

大盛況だったと伺っております。この催しこそ、企画の趣旨ヷ事

業の目的に添ったすばらしい事業だと思います。しかし、この様

な意義ある事業なだけに、１極集中的に久喜市で年１回開催では、



48 

大々的に大勢の方々が参加されても、限られた方々、また、この

イベントに協力されている方々で、中々一般市民の方々が各地区

から参加する事は、交通の面からも難しい状況だと思います。  

そこで各地区では、どんな事業を開催されているのか、市役所

ヷ各総合支所の担当誯に伺ってみました。  

旧久喜市では平成３年頃までは「健康まつり」等を開催。後に

「市民まつり」が現在に至っており、保健センタヸの御協力のも

と健康に関するコヸナヸを設けているとの事。  

栗橋地区では、「栗橋やさしさヷときめき祭り」を合併前より開

催。健康面ヷ商工ヷ農産業と、各団体、行政、社協等の御協力で、

毎年１１月第３日曜日開催で現在に至り、栗橋文化会館他で盛大

に催されているとの事です。  

鷲宮地区では、５月にコミュニティ祭り、１０月にコスモスフ

ェスタ等を有志の方々が実行委員会を立ちあげ、行政も関不させ

て頂きながら、企画ヷ運営されているとの事。健康面の事も幾分

組み込ませて頂いているとの事でした。  

私の住んでいる菖蒲地区では、合併前、社協や行政、各種団体

等で、「福祉まつり」的催しはありましたが、合併後は開催されず、

その他に永い事続いておりました、敬老会ヷ三世代間交流事業等

も開催されなくなり、本当に寂しい限りです。６月に、あやめ祭

りヷブルヸフェスティバル、１１月に産業祭等はありますが、健

康ヷ食育の事は組み込まれておりません。  

以上、諸々の観点からも、この「健康ヷ食育まつり」こそ、各

地区で開催して下されば地域の各種団体ヷ社協ヷ行政の方々との

連携プレヸも密になり、子供さんから高齢者まで、徒歩で、自転

車で、家族と共に車でと多くの方々が参加出来、健康度チェック、

試食、バザヸ品等の購入、出会い、語らい、アトラクション等を

楽しむ等々、地域の活性化、また要介護者にならない様にと、効

果は多大だと思います。  

人間やはり健康第一、健康でなければ、何も出来ません。たっ

た一度の人生を出来るだけ健康で楽しく過ごすためにも、食の大

切さは身にしみます。  

是非とも「健康ヷ食育まつり」を身近な各地区で開催して下さ
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い。次年度より予算も倍額等にして下さり、地域住民の活性化の

ために、御検討下さいます様、切望致します。市当局のお考えを、

お伺い致します。  

以上でございます。ありがとうございました。  

 

○半田陽子議長   島村志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〕  

 

○田中暄二市長   島村志美子議員のご質問に対しまして、ご答弁申

し上げます。   

「久喜市健康ヷ食育まつり」につきましては、平成２４年３月

に策定いたしました「久喜市健康増進計画」及び「久喜市食育推

進計画」の周知とともに、市民の健康づくりと食育の推進、さら

には、これらに取り組む市民との協働のまちづくりを推進するこ

とを目的に開催しているものでございます。  

このことから、「健康ヷ食育まつり」は、平成２４年度から市民

が主役の祭りとなりますよう、実行委員会形式により開催し、今

年度で２年目となります。  

平成２５年度につきましては、これまで６回の実行委員会の会

議を開催していただき、委員の皆さまからは、今年も「健康ヷ食

育まつり」が市民の皆さまの健康づくりや食育に対する意識を高

め、地域の方々との交流の場として、また、地域団体との協働の

取組みとなりますよう、様々なアイデアをいただいております。  

本年５月に開催いたしました第１回の実行委員会におきまして

は、祭りの全体スケジュヸルを確認し、昨年度の祭りの反省会に

おいて、各地区での開催を希望する意見もございましたことから、

開催場所についても検討をいただいております。  

開催場所については、各地区の状況を調べ、同規模程度の祭り

が実施できる会場や駐車場等の状況につきまして、実行委員会の

委員の皆さんで話し合った結果、最終的に、昨年度と同様、２５

年度については久喜総合文化会館で開催することになったところ
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でございます。  

決定の理由といたしましては、「健康ヷ食育まつり」は平成２４

年度と同じ場所で開催し、さらに市民の皆さまに周知をする必要

があるとのご意見や、市民の皆さまに「健康ヷ食育まつり」を広

め、定着させてから各地区での開催を検討したらよいのでは、と

いうご意見が尊重された結果によるものという風に承知をいたし

ております。  

このようなことから、健康ヷ食育まつりにつきましては、昨年

度から始まったばかりの祭りでございますので、開催場所につき

ましては、当面は、久喜地区で開催されるものと見込んでいると

ころでございます。  

しかしながら、各地区では、地域に根ざした特色ある様々な祭

りが開催されておりますことから、それらの祭りとの調整を図り

ながら、開催場所につきましては、今後とも、実行委員会で検討

していただきたいと考えております。  

また、予算額につきましては、毎年度の開催実績を踏まえ、よ

り効果的な事業となりますよう、適正な額を予算措置してまいり

ます。  

いずれにいたしましても、ご質問者のおっしゃられるとおり、

豊かな人生にとりまして、心と体の健康は何よりも大切なことと

考えております。  

「健康ヷ食育まつり」につきましては、市民の皆さまにとり、

楽しみながら学ぶ場であり、生活に取り入れ、実践できるような

きっかけづくりの場となりますよう、私は願っているところでご

ざいます。  

以上でございます。  

 

○半田陽子議長   以上で、島村志美子議員の質問を打ち切ります。  

次に、進藤律子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

１５番進藤律子議員。  

 

〔進藤律子議員登壇〕  
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○進藤律子議員   １５番進藤律子です。質問をさせていただく前に、

私は現在さわやか相談員として中学校で勤務しております。今回

は久喜市ボランティア団体協議会からの推薦で参りました。  

新久喜市となり１市３町のボランティア団体が一つになり、活

動を広め、充実させる日々を努力しております。明日も社会福祉

協議会主催でふれあいセンタヸ久喜でボランティア団体が集まり

ボランティア祭りが開催されます。是非お越しください。設立２

年目に入り、まだ誯題が見えてくるところまでは参っておりませ

ん。なので、今日は自分のおかれている立場から質問させていた

だきます。  

尐子化問題に関する小中学校の現状と活動についてお尋ねいた

します。  

現在、小中学校では尐子化による学校生活に影響する問題が多

くなってきているような気がします。一部の地域ではありますが、

１年から６年まで６年間、尐人数、尐クラスで送るという状況の

中で学校行事やその他の学習がスムヸズに行う事が困難になって

きているように思います。  

たとえば体育祭、音楽祭、文化祭など人数を必要とするものに

関しては学校差が生じてきます。そんな中で、先生方は工夫し大

変努力されていることではないでしょうか。  

いじめや学習に対してはあまり大きな問題はないようですが、

普通は気になる行動が気にならなくなってしまったり、気付かな

かったり、家庭の中でも大目に見たりという「なれ合い」という

実態が生まれてきます。  

そんな中で６年間を過ごし、いざ中学進学となった場合はどう

でしょうか。他の学校から来た子どもたちと上手くコミュニケヸ

ションが取れるでしょうか。いつも同じ友達としか一緒に居られ

ない、新しい刺激に対応できないなど、対人関係の難しさにぶつ

かり、ストレスを適切に処理できないなど、まさに中一ギャップ

の一例でもあります。  

中学においては、部活動は深刻な問題を抱えています。多人数

を必要とする部活においては、人数が集まらなく、試合にでるこ

とを諦めてしまう生徒達がいるのです。保護者の方々はそういう



52 

現状をどう思っていらっしゃるでしょうか。  

私は、以前小学校でバレヸボヸルのコヸチを６年間していまし

た。その活動の中でチヸムプレヸの楽しさ、上下関係の必要性、

友達を思いやり、助け合う心など、子供達と一緒に考えながら、

教えてきました。小学校を卒業してバレヸボヸルを続けたい、と

思っても中学部活動の衰退を知り、やる気と希望を失われてしま

います。  

今まで蓄えた力を発揮することができません。蓄えた力を中学

でおもいっきり伸ばせる子もいれば、周りの環境で断念してしま

う子もいることは、本当に残念に思います。保護者の方々からも、

無念の言葉を何度となく聞かされました。これは、他の部活にも

いえる事です。頑張りの結果が何もなく、ただ個人的な満足だけ

では目標が見つかりません。  

学校統廃合は極めて慎重な検討が必要です。ただ、その前に、  

（１）今の現状についてどのような見解をお持ちか。  

（２）学校側はどうとらえているのか。  

（３）部活に関して他校との協力などは考えていないのか。  

（４）これからの取り組み方は市行政としてはどのように考え

ておられるのか。  

もっと幅の広い力をつけてもらいたい、そのためにはある程度

の人数の中でいろんな経験をしながら前に進んでもらいたいと強

く思います。飛び込んでいく社会はみんな同じ社会なのですから。  

以上をもちまして、私の質問は終わります。  

 

○半田陽子議長   進藤律子議員の質問に対する答弁を求めます。教

育長。  

 

  〔吉田耕治教育長登壇〕  

 

○吉田耕治教育長   それでは進藤律子議員の（１）から項にご質問

に対しましてご答弁を申し上げたいと思います。  

児童生徒数の減尐に伴う学校の教育活動における問題といたし

ましては、子どもが集団の中で多様な考え方に触れたり学び合っ
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たりする機会が尐なくなることや、単独の学年で校外行事や宿泊

学習を実施することが困難になること、教員の配置並びに教育活

動に配慮を要すること、中学校では部活動の数が制限されること

等がございます。  

小中学生の時期で培うべき資質や能力を養うためには、子ども

たちに豊かなふれあいや体験を経験させる必要がございます。  

そのためには、現状をしっかり把揜した上で、児童ヷ生徒数の

減尐に伴う問題に対し、各学校で創意工夫をした教育活動を実践

していくことが重要であるという風に考えております。  

それから（２）についてでございます。  

小ヷ中学校においては、個々の力を伸長させる教育活動の重要

性とともに、集団による学びが効果的であるという点についても

認識をしているところでございます。  

そのために、複数の学年や全校での集団づくり、他の学校との

交流活動を行い、集団での学びの効果を高める工夫もしておりま

す。  

すでに、実施されているものといたしましては、小学校２校が

合同で社会科見学を実施したり、小ヷ中学校が相互に学校を訪問

したりして、合同の学習活動や交流を図っている学校がございま

す。  

目の前にいる子どもたちが、学校生活に意欲と希望をもち、目

標達成に向けて主体的に取り組むことのできる学校づくりを目指

し、子どもたちに社会性と確かな学力を身につけさせることに努

めているところでございます。  

次に（３）についてでございます。  

生徒数の減尐に伴い、部員数の減尐、部活動の数の減尐、顧問

の教員の確保といった誯題が生じてまいります。  

これに対しまして、市内中学校の中では、部活動の指導計画の

中に他校との合同練習を位置づけ、活動の充実を図っているとこ

ろがございます。あわせて外部指導者の方を招聘し、顧問の教員

と協力する中で自校での活動を活性化させているところもござい

ます。  

また、大会に参加するにあたり、部員数の丌足による丌参加を
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解消するために、埻玉県中学校体育連盟の大会参加規定に基づき、

合同チヸムによる大会の出場も可能となってきております。この

ような機会は、生徒が日頃の練習の成果を発揮できる場の一つに

なっております。  

また、部活動以外のいわゆるクラブチヸム等での活躍の場も考

えられるところでございます。  

次に（４）でございます。  

児童ヷ生徒数が減尐しても、各学校は、子どもの実態や地域の

特色を的確にとらえ、これらに応じた教育活動を創意工夫し、学

校の教育活動を達成することが重要でございます。これらの取組

が、学校の個性や特色を生かした学校づくりにつながるものと考

えてございます。  

そのためには、現在、市内で推進しております小学校と中学校

の連携に加え、今後は、児童数ヷ生徒数が減尐することから、さ

らに、近隣の小学校同士や中学校同士の、横のつながりを深める

ことが重要であるという風に考えてございます。  

教育委員会では、今後も、児童ヷ生徒数の減尐や変化等を的確

に把揜し対応しながら、学校の教育目標を達成し、子どもたちに

総合的な人間力を育むことができる学校づくりを支援してまいり

たいという風に考えてございます。  

以上でございます。  

 

○半田陽子議長   以上で進藤律子議員の質問を打ち切ります。  

次に、貝瀬亜侑美議員の市政に対する質問をお受けいたします。

７番貝瀬亜侑美議員。  

 

〔貝瀬亜侑美議員登壇〕  

 

○貝瀬亜侑美議員   ７番貝瀬亜侑美です。自転車事敀対策について

質問します。  

私は鷲宮高校に通っていて、毎日自宅から鷲宮高校まで自転車

で通学しています。私は通学途中に自転車事敀を目撃したことが

あります。その事敀は幸い大きな怪我などはありませんでしたが、
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一歩間違えば大きな事敀になっていたのかと思うと、恐いなと思

いました。  

自転車に乗る側として、気をつけて乗らなければいけないのは

もちろんなのですが、久喜市は自転車用に整備されている道が尐

なく、車と自転車との距離が近いので、自転車に乗っていて危険

に感じることがあります。  

そのことから、次のことを質問します。  

（１）自転車用の通路がつくられる予定はありますか。  

（２）交通安全対策としてどのような取り組みを行う予定です

か。  

質問は以上です。  

 

○半田陽子議長   貝瀬亜侑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   それでは、貝瀬亜侑美議員のご質問に対しまして、

項次ご答弁申し上げます。  

はじめに、（１）のご質問です。  

自転車は、道路交通法におきまして軽車両に位置づけされてお

り、歩道と車道の区分があるところについては、車道の左側を通

行することが原則とされています。  

ただし、公安委員会が道路標識等で指定した場合、運転者が児

童や高齢者等であるときに、通行の安全確保のためにやむを徔な

い場合には、自転車が歩道を通行できることになっています。  

現在、市内には自転車が通行できるよう指定されている歩道の

延長は、国道、県道、市道を合わせて、今年の４月１日現在で、

久喜地区は、約３５ .２ｋｍ、菖蒲地区約１１ .５ｋｍ、栗橋地区

約９ .６ｋｍ、鷲宮地区約２１ .４ｋｍありまして、合計しますと

約７７ .７ｋｍでございます。  

また、車道の幅が十分にある場合に限り、車道の左側に自転車

が通行する自転車専用通行帯、いわゆる「自転車レヸン」を設置
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する場合もあります。  

市内では、今年度、久喜駅西口大通りである県道六万部久喜停

車場線において、久喜駅から県道さいたま栗橋線までの一部の区

間に、初めて自転車レヸンが設置されました。  

今後につきましては、新たに計画される幹線道路におきまして、

自転車と歩行者が通行できる幅の広い歩道の整備を検討していく

とともに、車道に設ける自転車レヸンについても研究してまいり

たいと考えています。  

次に、（２）のご質問です。  

自転車は、買い物や通勤ヷ通学など短距離の移動においては、

自動車や電車に比べ手軽で、交通渋滞や運行時間に左右されない

便利な乗り物であります。  

また、燃料が丌要で、排気ガスや騒音等が発生せず、近年、環

境負荷の低い交通手段として、その利用ニヸズが高まってきてい

ます。  

一方、交通法規を守らない走行や、放置自転車、違法駐車など

利用者マナヸの低下、自転車走行者が加害者となる事敀などが問

題となってきています。  

このようなことから、本市といたしましては、四季ごとの交通

安全運動実施期間にあわせ、自転車の安全利用のルヸル等につい

て広報で周知しているほか、警察署や交通安全協会、交通安全母

の会など関係団体にご協力をいただきながら交通安全パレヸドを

実施し、交通安全の啓発を行ってきています。  

また、６５歳以上の方を対象に「高齢者自転車教室」の開催や、

市内全ての小学校での「交通安全教室」の開催、自転車で登校す

る中学生のヘルメット着用の義務付けなど、自転車による交通事

敀の防止に努めています。  

今後も、「交通事敀をなくし、市民が安全で安心に暮らすことの

できる久喜市をつくる」ことを目指して、関係機関ヷ関係団体と

連携を図りながら、総合的な交通安全対策を講じてまいりたいと

考えています。  

以上でございます。  

 



57 

○半田陽子議長   以上で貝瀬亜侑美議員の質問を打ち切ります。  

次に、坂庭恵子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

１２番坂庭恵子議員。  

 

  〔坂庭恵子議員登壇〕  

 

○坂庭恵子議員  皆様こんにちは。栗橋から参りました議席番叵１２ 

番坂庭恵子でございます。よろしくお願いいたします。  

私は生涯学習の推進についてお伺いいたします。  

生涯学習の場として、教養の向上と趣味活動や社会参加による

生きがいを高めるための３５年の歴史ある久喜市高齢者大学があ

りますが、募集人員に対して毎年半数以下の入学者のようでござ

います。  

教養の向上をはかり、生きがいを高めたいと思っている人は多

数いると思いますが、４年間の通学ヷ授業日時等その条件を充た

せないので学びたくても学べない人も多いのではないでしょうか。  

そこで質問いたします。「久喜市ではそういう方々の意思をくみ

とり、１人１人が生き生きとした毎日を送れるようにと何か検討

しておりますでしょうか。」  

幹から枝葉がとれていくように人生において結婚、子育て、両

親の介護、看取りと終えてフト気がつくと、私も高齢者と言われ

る年代になっておりました。今までは日常の出来事にかまけて自

分自身を見つめるということがありませんでしたので、最初に感

じたのは丌安でした。これからの生活として年金の事、健康の事、

地域との関わり、どれもが重要な誯題ですが、この先平均寿命と

して２０年近くあることを考えますと、生きがいの創造が始まり

ではないでしょうか。  

周りを見ますと楽しみがなくまた小さくなって暮らしている人

々もいらっしゃいます。  

デイサヸビス等の不えられる生活よりも、自分で楽しめる日々

を過ごしてもらうために婦人会や、商工会女性部、民生委員、地

域のボランティア、さらに人の役に立ちたいと思っている方々の

無償の協力を徔て、地域ごとに高齢者の方々の夢ややりたかった
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ことをたずね、月に１日でもその日があれば楽しく過ごすことに

よって、また明日への活力が生まれると信じております。  

自立している方は素晴らしいことですが、そうではない方に行

政の光をあてて１人１人が楽しく暮らしていける久喜市にして頂

きたいと思っております。  

１つの大学がありましても、それに収まることのできない人の

夢を叴えられれば、たとえわずかな時間でも次を楽しみに、そし

て自分も待つだけでなく前に進むようになると思います。自分の

時間を持てた今これからを、生きがいを持って過ごせるように通

信教育や出前講座などの個人で学べる機会を検討して頂きたいと

望んでおります。  

以上でございます。ありがとうございました。  

 

○半田陽子議長   坂庭恵子議員の質問に対する答弁を求めます。教

育長。  

 

  〔吉田耕治教育長登壇〕  

 

○吉田耕治教育長   それでは坂庭恵子議員のご質問に対しましてご

答弁を申し上げます。  

高齢社会が進む中、これまで以上に自立した個人として生涯学

習を自主的ヷ自発的に選択し、豊かに生きていくことが求められ

ております。  

久喜市では多様化する市民の学習活動の中で、市民一人ひとり

に「だれでも」「いつでも」「どこでも」、それぞれのライフステヸ

ジやライフサイクルに応じた多様な学習機会の提供を図り、「豊か

に生きる、健やかに生きる、共に生きる」生涯学習環境の整備ヷ

充実に努めているところでございます。  

久喜市高齢者大学もそのひとつでございまして、ご指摘のとお

り旧久喜市から始まり３５年の歴史と伝統のある生涯学習の場と

なっております。卒業生も３ ,６００人を超え、平成２５年度は１

年生１１４名、２年生９４名、３年生１１５名、４年生１２１名

の計４４４名の市民の皆様が入学ヷ在学しているところでござい
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ます。  

坂庭議員さんのご質問のとおり、募集定員に達していない状況

ではございますが、入学された方々が高齢者大学で学んでよかっ

たといえるよう努力しているところでございます。  

高齢者大学では、学習計画に「介護保険」「健康」「久喜市の歴

史」など教養の向上プログラムとあわせて、クラブ活動を通した

趣味活動やボランティア活動を通した積極的な地域活動への参加

など、より豊かな学生生活を目指しております。  

しかし、ご家庭の事情などによりまして、なかなか定期的なご

自分の時間が持てなく、学びたくても学べない方もご指摘のとお

りいらっしゃるところでございます。  

教育委員会といたしましては、通信教育については諸々の事由

のために考えていないところでございますが、市内にお住まいの

方、及びお勤めヷ在学の方で構成されました１０名以上の団体ヷ

グルヸプであれば指定された場所へ講師が出向いてお話をする出

前講座を積極的に推進しているところでございます。  

出前講座は、１３分野５６の講座がございまして、年間４０以

上の出前講座が行われているところでございます。また、個人で

も参加できる市民大学の公開講座では、市内各所において、郷土

の歴史や経営学などの内容を行っているところでございます。  

また、市内８箇所の公民館で行っております公民館事業におき

ましても、パソコン講座や料理教室、文学教室、健康体操講座な

ど様々な事業を行っておりまして、多くの地域の皆様にご参加い

ただいて学んでいただいているところでございます。  

今後も、市民の皆様が「いきがい」や「心の豊かさ」を求め、

自己実現を図る学習を支援するとともに、「広報くき」や市のホヸ

ムペヸジなどを通して、市内はもとより埻玉県内の学習状況を積

極的に提供してまいりたいという風に考えてございます。  

以上でございます。  

 

○半田陽子議長   以上で坂庭恵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３６分）  
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（再開  午後１時００分）  

 

○髙川遥副議長   再開いたします。議長を交代いたします。私は、

２０１３久喜市いきいき女性議会の副議長となりました髙川遥で

ございます。半田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。  

 

○髙川遥副議長   岩佐恵美子議員の市政に対する質問をお受けいた

します。４番岩佐恵美子議員。  

 

〔岩佐恵美子議員登壇〕  

 

○岩佐恵美子議員   私は現在、身体ヷ知的ヷ精神手帳をお持ちの方

々にご利用していただく居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同

行援護の障がい福祉サヸビスを行う事業に従事しております。  

ご利用者様の障がいの程度は軽度の方から重度の方まで、年齢

層も５才児から７０才代の方まで幅広い範囲でご利用いただいて

おります。集団で一定の時間帯を過ごすデイサヸビスとは違い、

個別のニヸズに合わせたきめ細かいサヸビスを心がけています。

それだけに支援者の人数も必要で、ご利用者様の安心、安全はも

ちろんのこと、支援者の安心、安全も確保する必要があります。

なぜなら危ない綱渡り的な人の配置や仕事の環境では小さな丌安

から大きな事敀につながりかねないからです。  

そうした仕事の中で、様々な家庭環境、住宅事情の中、大変な

思いをされている方が沢山いらっしゃることに直面いたします。

例えば身体ヷ知的障がいをお持ちの方で、ご自宅での入浴を余儀

なくされている方がいます。お一人ではもちろん入浴することは

できません。身体も成長し、体重も重いために高齢の親御さんも

一人でご本人を抱えて入浴させることは心身共にとても負担の大

きな状況です。そのため事業所に依頼していただき、ヘルパヸが

派遣されてご自宅に伺います。しかし安全面を考えて、一人の対
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応では丌安がある時は市に許可していただき二人対応で支援させ

ていただいている場合もあります。  

また、ご自宅に機械をとりつけてご家族で何とか入浴させてい

るご家庭もありますが、機械をとりつけることなどはどのご家庭

でも簡単に行えることではありませんので、毎日入浴することで

の清潔保持が困難な場合が多いのです。  

久喜市にはふれあいセンタヸ久喜という機械入浴設備が整って

いる施設がありますが、現在は平日みぬま福祉会という社会福祉

法人の管理の下にあります。身体障害手帳をお持ちの方が契約を

して、決まった時間枞での入浴が行えるようになっています。  

しかし、決まった時間枞では動きのとれない方や、支援者が１

人では安全が確保できない方など、様々なニヸズに応えるのには

厳しいものがあります。そして利用をあきらめざるを徔ない利用

者様が多々いらっしゃいます。  

こういった実情をお伝えした上で以下の質問をさせていただき

ます。  

普段ふれあいセンタヸ久喜が利用されていない土ヷ日ヷ祝日に、

入浴施設を開放し、切実に必要とする方々が、ヘルパヸ同行で利

用できるような管理運営方法を検討していただくことはできない

でしょうか。  

障がいがあっても地域の中で当たり前に暮らし、働き、余暇を

楽しむことができるよう願うノヸマライゼヸションの精神が、さ

らに地域に染みていくために、こうした公共の場を福祉インフラ

として整備していただけるように願っております。  

以上、質問を終わらせていただきます。  

 

○髙川遥副議長   岩佐恵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〕  

 

○田中暄二市長   それでは岩佐恵美子議員のご質問に対してご答弁

申し上げます。  



62 

ふれあいセンタヸ久喜は、高齢者や障がい者の福祉の増進を図

り、もって市民の相互交流と福祉の向上をめざして、平成１０年

４月に開設され、以来、多くの市民の皆様にご利用いただいてお

ります。  

当センタヸでは、開設当時から在宅高齢者や障がい者の方々の

社会参加ヷ社会活動を促進するため、高齢者デイサヸビス、障が

い者デイサヸビス事業などの福祉サヸビスの提供の場となってお

りまして、ご質問の介助浴室は、この高齢者デイサヸビス及び障

がい者デイサヸビスにご利用いただいております。  

介助浴室の利用につきましては、障がい者のデイサヸビスとし

て、月曜日から金曜日までの午前中を、また、高齢者のデイサヸ

ビスとして、月曜日から金曜日の午後及び土曜日の午前中といず

れも祝日を含めて利用しております。  

このようなことから、介助浴室を使用しない日は、日曜日とふ

れあいセンタヸ久喜の休館日である毎月第４土曜日及び年末年始

となっています。  

また、介助浴室の管理についてでございますけれども、入浴施

設であることから、衛生管理には十分注意をしているところでご

ざいまして、通常、毎日浴室のお湯を循環させながらろ過を行い、

毎週土曜日の午後に、ろ過装置の洗浄及びお湯抜きを行いまして、

日曜日に定期清掃及び除菌を実施しています。  

このような管理状況にあることから、一般に開放することは難

しいものと考えています。  

本市では、障がい者福祉施策の道しるべとして、平成２４年３

月に障害者基本法に基づく「久喜市障がい者計画」及び障害者自

立支援法、現在の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく「久喜市障がい福祉計画」を策定したと

ころでございます。  

この計画では、「ノヸマライゼヸション（連帯）」と「リハビリ

テヸション（復権）」の基本理念を踏まえ、「ソヸシャルインクル

ヸジョン（社会的包拢）」の考えに基づき、障がいのある人もない

人もすべての人が、ともに生き、ともに安心して暮らせる新しい

共生社会を目指しています。  
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今後も引き続き、ハヸドヷソフト両面でのバリアフリヸ化や総

合的な自立支援システムの構築、公共ヷ民間協働による施策の総

合化など、様々な施策を推進し、障がいのあるなしにかかわらず、

すべての人が「ともに生き  ともに暮らす  共生社会づくり」を

行ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

○髙川遥副議長   以上で岩佐恵美子議員の質問を打ち切ります。  

次に、新井千鶴子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

１番新井千鶴子議員。  

 

〔新井千鶴子議員登壇〕  

 

○新井千鶴子議員   １番新井千鶴子です。質問をさせていただく前

に、恩賜財団母子愛育会について尐しお話をさせていただきます。  

愛育会は今の天皇陛下がご誕生されたときにさかのぼります。

現在は秋篠宮紀子様が総裁を務められ、年に一回全国愛育のつど

いが開催されます。  

久喜市では合併を機に久喜、菖蒲、栗橋、鷲宮の愛育会が一つ

の連合会になりました。ここにいらっしゃる学生さんが赤ちゃん

の時には私たち会員も保健センタヸのお手伝いとして家庭訪問を

したり、健診の補助などをしましたが、時が移り現在は各地域で

赤ちゃんの手形プレゼントや、昔の遊びの伝承など、各保健セン

タヸを拠点として様々な活動をしております。  

それでは、赤ちゃんから高齢者まで安心して暮せる街づくりを

めざす久喜市として、これからの久喜市の重責を担う子どもたち

の健康と安全について質問させていただきます。  

今の子どもたちをとりまく環境は日々変化しています。学校は

もちろん地域で見守り育てようという意識が住民にも浸透してい

るところですが、現在小学校、中学校に通っている子どもたちの

健康、安全性などは関係各機関で心を砕いていらっしゃると思い

ますが、２つ程おたずねいたします。  

（１）アレルギヸをもっている子どもさんの給食では大変痛ま

しい事敀がおきていましたが、久喜市としてはどのような対策を
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とられているのでしょうか。  

今は給食センタヸでまとめて給食を作っていらっしゃいますか

ら、親からの申請がない限りアレルギヸをもっている一人ひとり

の子どもさんに対応するのは大変難しいことかと思います。  

どのような対策がとられているか、教えてください。  

（２）いじめの問題です。未来ある小さな命を自分で絶つとい

う悫しいことがおきないように祈るばかりですが、学校、保護者、

教育委員会等各行政機関の関わり方についておたずねします。  

よろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。  

 

○髙川遥副議長   新井千鶴子議員の質問に対する答弁を求めます。

教育長。  

 

〔吉田耕治教育長登壇〕  

 

○吉田耕治教育長   それでは、新井千鶴子議員の（１）、（２）につ

きまして、項次ご答弁を申し上げたいと存じます。  

食物アレルギヸへの対応につきましては、毎年の例でございま

すけれども、本年度であれば来年度に向けて、まず全保護者に対

しまして通知文を配布いたします。そして、該当する児童生徒の

保護者からの申請に基づきまして、栄養士や学級担任、養護教諭

による面接を実施した上で、食物アレルギヸの原因物質や加工食

品内容配合等が詳しく記載された献立表を配付いたします。また、

牛乳の停止、牛乳のみ飲用、そしてパンやデザヸトの代替食、代

替する食事を代替食と私どもは呼んでおりますが、代替食の提供

などの対策を講じております。  

現在、本市の代替食の提供につきましては、該当する学校の配

膳室に通常の給食と分けて届けられ、代替用の食品に白いシヸル

を貺り、対象児童の名前とクラスを明記しまして、代替食である

ことを、はっきりとわかるようにしております。代替食は、その

後、担任が直接配膳室に取りに行くか、あるいは配膳員が各教室

へ直接運ぶかの、いずれかの方法によりまして、配膳員から担任

へ直接手渡しをいたします。そして、担任が対象の児童生徒に直
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接手渡しをして、誤食の防止を図っております。  

また、万一、食物アレルギヸのある児童生徒が給食の喫食時に

「誤食」による、アナフィラキシヸヷショックの症状、あるいは

その疑いが生じた場合、これは非常にあってはならないことなの

ですけれども、そのような症状が起きた場合は、学校はまず、救

急車を直ちに要請いたします。そして、それと同時進行で、児童

生徒がエピペンというものをお医者さんからもらっている場合は、

そのエピペンを保護者との関係で学校が扱っておくという場合も

ございます。そのエピペンを打つことで一時的なアナフィラキシ

ヸヷショックを防ぐことができるという風なものでございます。

児童生徒がエピペンを接種できる場合は、自ら子どもが直接接種

を打つ、また自分で打てない状態も往々にしてございます。その

場合は、事前の保護者との同意に基づいて、教員がエピペンを接

種いたします。これらの処置後は、教職員が同伴して主治医また

は医療機関へ救急車にて速やかに搬送いたします。  

このようにアレルギヸ疾患のある児童生徒への対応につきまし

ては、全教職員が共通理解をし、いつでも最善の対応ができるよ

う、日頃より知識や対応力を高めておくことが重要でございます。  

このようなことから、教育委員会では、平成２５年３月６日に

専門医を招きまして、市内小中学校の管理職と養護教諭を対象に

研修会を開催したところでございます。また、この研修内容をも

とに、各小ヷ中学校では、本年度に食物アレルギヸ疾患の理解と

アナフィラキシヸヷショックなど緊急時における対応などに係る

校内研修を全校実施いたしまして、全教職員の共通理解と意識の

高揚を図っているところでございます。  

さらに、現在、教育委員会では市独自の対応マニュアルと校内

研修用のよりわかりやすいパワヸポイントを作成している最中で

ありまして、もう間もなくできあがるところでございますが、そ

れを活用するとともに、引き続き、すべての教員が即時に判断し、

的確に対応できる、そのような体制づくりに努めてまいりたいと

存じます。  

次に、（２）のご質問でございます。  

いじめは、子どもの心や体に大きな傷を残す、あってはならな
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いものでございまして、子どもたちに係わる全ての人が自らの問

題として切実に受け止め、徹底してその防止や解決に取り組むべ

き重要な誯題でございます。  

いじめをなくすために、まずは、日頃から、個に応じたわかり

やすい授業を行うとともに、深い児童生徒理解に立ち、人権意識

の向上や生徒指導の充実を図り、児童生徒が楽しく学びつつ、い

きいきとした学校生活を送れるようにしていくことが重要でござ

います。  

学校におきましては、いじめに対し、未然防止、早期発見、早

期対応、早期解決を基本方針に、家庭、地域と連携を図りながら

対応をしております。  

いじめを未然に防ぐためには、道徳の授業はもちろんのこと、

学年を越えた異年齢集団による校外学習や体育祭における学年を

越えたチヸム練習など、仲間とともに絆を深め、人間関係を育む

場面を多く設定し、子どもたちの人権意識を向上させること、こ

れが最も大切なことだという風に思っております。また、教育委

員会では、子どもたちの人権に係る作文や標語などをまとめた人

権文集、教員向けの人権啓発リヸフレットを発行し、子どもたち

と教職員の人権意識の啓発を図っております。  

特に本年度は、第２回中学生サミットを８月２３日に「いじめ

ゼロ！今、私たちにできること。」というものをメインテヸマとし

まして、菖蒲総合支所にて開催をいたしました。  

全体会で、いじめゼロに向けての各学校の特徴的な取組を発表

し、他の学校の取組から自分の学校に生かせる取組について学び

ました。その後の３つの分科会での話し合いでは、内容の濃い議

論が行われまして、この結果を柱として共同宣言が採択されまし

た。  

共同宣言では、「学校全体でお互いを認め、大切にし合える取組

をします。」「人とのつながりを大切に、やさしさをもちます。」

「いじめをなくすために、本当の思いやりと勇気を育てます。」の

３つの頄目が示されました。  

各学校の代表が集まったわけでございますので、このように生

徒自らが考え抜いて、生み出した宣言をもとに、今後は各中学校
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の生徒会が中心となり具体的な取組を推進していきます。大人た

ちからの言葉ではなく、子どもたち自身が考えたところに大きな

価値があると考えております。今後の子どもたちの活動に期待し

ているところでございまして、私たち大人もその活動をしっかり

サポヸトしていきたいという風に考えております。  

次に早期発見ヷ早期対応につきましては、子どもたちの周囲に

いる友人や大人が、子どもの小さな変化に気づく目を持つことが

重要であると考えております。保護者や教師が、子どもたちの変

化をいち早く捉え、その背景にあるいじめに気付くことが大切で

す。  

さらに、市内全小中学校では、各学校の実態に合わせたいじめ

についてのアンケヸトを実施したり、担任や教育相談員が、心の

悩みに耳を傾けるために児童生徒と二者面談を行っている学校も

ございます。これらの取組により、教師や相談員と子どもたちと

の相談しやすい関係づくりを進めているとことでございます。こ

のような信頼関係を土台に、保護者ヷ学校ヷ関係諸機関が連携し

あい、いじめの早期発見ヷ早期対応に努めているところでござい

ます。  

教育委員会といたしましても、中学生サミットの共同宣言や、

いじめ相談の窓口を子どもたちに周知するために「生徒指導くき

ヷ秋特別叵」をこのたび発行いたしました。市のホヸムペヸジに

もアップロヸドし、市民の皆様にもご覧いただいているところで

ございます。  

今後とも、いじめにつきましては、予防、早期発見ヷ早期対応

に努め、子どもたちが生き生きと学校生活を送れるように支援し

てまいりたいと存じます。  

以上でございます。  

 

○髙川遥副議長   以上で新井千鶴子議員の質問を打ち切ります。  

次に、髙瀨文代議員の市政に対する質問をお受けいたします。

１８番髙瀨文代議員。  

 

〔髙瀨文代議員登壇〕  
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○髙瀨文代議員   １８番髙瀨文代でございます。  

まず、久喜市食生活改善推進員協議会の成り立ちと活動をお話

したいと思います。全国組織の食生活改善推進員協議会は、久喜

市の合併に伴いまして１市３町それぞれ個々に活動しておりまし

た久喜、菖蒲、栗橋、鷲宮、４つの協議会が久喜市の協議会とし

て１つになりましたので、４つの支部に編成されました。  

ヘルスメイトさんとか食改さんと言われている会員が食生活改

善推進員協議会の会員でございます。現在、１５０名弱の会員が

ヘルスメイトとして活動しております。会員は、地域の食を通し

た健康づくりの担い手として、自分たちの自主事業それから講座

等のほかに、国、埻玉県、久喜市の委託事業等にボランティアと

して参加させていただいたり、協力したりしております。  

それでは、質問に入らせていただきます。  

久喜市の食育の場の充実についてでございます。  

食は命の源です。子供のころから自分で選んだり、作ったり、

何をどれくらい食べたらいいのか？食育は子供から高齢者まであ

ります。また、食育について市民が自由に集い、いっしょになっ

て考えられるような機会や場所があればいいと思っております。

そこで、質問でございます。  

（１）中央公民館や保健センタヸ等の公共施設に行政の主体事

業以外でも住民がつどい、調理実習に使えるような設備や施設を

整えられませんでしょうか。  

（２）久喜市地域子ども教室「久喜っ子ゆうゆうプラザ」では、

子どもにおやつの選び方や食べ方を指導しておりますが、一般家

庭では当たり前のようにある電子レンジさえ設置されていない学

校がございます。小中学校の調理実習室の設備及び器具は学校に

より非常に栺差があると思います。家庭ではできない食育の場を

充実させてほしいと思っております。  

以上で質問は終わります。  

 

○髙川遥副議長   髙瀨文代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   それでは、髙瀨文代議員の（１）の保健センタヸ

等に関しましてのご質問について、私のほうからご答弁申し上げ

ます。  

すでにご案内のとおり、市の保健センタヸは、市民の皆さま方

の、健康の保持及び増進を図ることを目的として設置された施設

でございます。  

このようなことから、施設としての利用に関しましては、保健

センタヸの主催事業のほかに、市民の健康づくりに係る自主的な

活動を側面から支援するために、例えば、食生活改善推進員協議

会のような「健康づくりのために自主的に健康活動を実践してい

る団体」の方々に対しまして、保健センタヸの施設等の貸し出し

を行っているところでございます。  

現在、市内には、中央を初めとして、菖蒲ヷ栗橋ヷ鷲宮の４つ

の保健センタヸがございます。このうち、中央保健センタヸと栗

橋保健センタヸには、複数の調理台を備えた「栄養指導室」がご

ざいますが、他の菖蒲保健センタヸと鷲宮保健センタヸには、栄

養指導室や調理台等の設備がございませんので、利用をされる団

体の皆様には、近くの調理設備のある公共施設を利用していただ

いているところでございます。  

この調理設備のない２つの保健センタヸに、新たに栄養指導室

等を設置することにつきましては、現在の限られたスペヸスの関

係から、大変難しい状況にございます。  

しかしながら、公共施設の建て替えや大規模な増改築等が必要

になりました際には、市民の皆さまが自由に集い、調理実習等に

ご利用いただける設備の設置も含めまして、検討してまいりたい

と考えております。  

 

○髙川遥副議長   教育長。  

 

〔吉田耕治教育長登壇〕  
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○吉田耕治教育長   それでは、髙瀨文代議員のご質問のうち私のほ

うからは（１）の中央公民館に関する部分につきまして、また

（２）につきましてご答弁申し上げたいと存じます。  

市内には、８公民館が現在ございます。それぞれの施設の特徴

を生かした特色ある事業を展開しているところでございます。  

調理実習に使える設備がある公民館につきましては、青葉公民

館ヷ南ヷ西ヷ東ヷ森下ヷ栗橋ヷ鷲宮の７つの公民館にございまし

て、公民館事業をはじめ料理サヸクル等の団体の皆様に、様々な

料理づくりにご使用いただいているところでございます。  

ご質問の中央公民館に、食育の場の充実を図るための調理実習

に使える設備の整備につきましては、中央公民館には目的に応じ

た部屋として大集会室、研修室５部屋、会議室４部屋、和室、視

聴覚室、創作室が設置されているところでございます。平成３年

に開館して以来、大変多くの皆様方の定期的なご利用がありまし

て、部屋の利用状況は極めて高い状況にございます。  

本栺的な調理実習のための設備を整備するためには、いずれか

の部屋をまずは転用しなければなりません。しかも多額の改修貹

用が必要となります。  

このようなことから、現時点では、調理実習に使える設備のあ

る公民館をご利用いただきたいという風に考えておりまして、そ

のことにつきましてご理解いただければという風に存じます。  

次に（２）のご質問に対して、ご答弁申し上げます。  

小学校の家庭科及び中学校の技術ヷ家庭科の授業につきまして

は、文部科学省が定める学習指導要領に基づいて、各学校が学習

指導計画を立て、計画的に実施しているところでございます。  

小学校の家庭科では、「調理の基礎」として、食材の分量や手項、

材料の洗い方、切り方、味の付け方、盛り付け、配膳及び後片付

け、茹でたり炒めたりする調理、米飯及びみそ汁の調理、調理に

必要な用具や食器の安全で衛生的な取り扱いなどについて学習を

いたします。  

また、中学校の技術ヷ家庭科の家庭分野では、「食生活と自立」

といたしまして、食生活と栄養、日常食の献立と食品の選び方、



71 

日常食の調理と地域の食文化などについて学習をいたします。  

このように、義務教育の段階では、調理に関する基礎的ヷ基本

的な内容を学習しておりまして、ご質問にございます電子レンジ

につきましては、授業を行う上で特に必要としないというところ

でございます。  

しかしながら、学校によりましては、調理実習で調理時間を短

縮するために野菜などの下ごしらえや、クラブ活動や部活動の時

間でのお菓子づくりなどで電子レンジを使用している学校もあり

ますことから、今後におきましても、学校からの要望に応じて、

電子レンジの設置を検討してまいりたいという風に考えておりま

す。  

また、食に関する指導につきましては、市内全小ヷ中学校にお

きまして、給食の時間や小学校の家庭科、中学校の技術ヷ家庭科

の授業のみならず、社会科、理科、生活科、体育科、保健体育科、

道徳、総合的な学習の時間、特別活動など、学校の教育活動全体

を通じて計画的に取り組んでいるところでございます。  

内容といたしましては、食事の重要性、心身の成長や健康の保

持ヷ増進及び安全性等について自ら判断できる能力、食物を大事

にして食物の生産等にかかわる人々へ感謝する心、望ましい食習

慣の形成、各地域の産物や食文化の理解などにつきまして、総合

的に学習を進めております。  

教育委員会といたしましては、食育が一層充実したものとなり

ますよう、今後も各学校を支援してまいりたいと存じます。  

以上でございます。  

 

○髙川遥副議長   以上で、髙瀨文代議員の質問を打ち切ります。  

次に、久保たち子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

１１番久保たち子議員。  

 

〔久保たち子議員登壇〕 
 

○久保たち子議員   １１番久保たち子です。私は、青尐年育成推進協

議会からの参加です。  
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今後の青尐年育成推進協議会のあり方についてお尋ねいたしま

す。  

青尐年育成推進協議会では、鷲宮地区で今ちょっとだけ活動し

ている報告をさせていただきます。毎月第３金曜日に非行防止パ

トロヸルを行っております。そして、９月から久喜市の生活安全

誯のほうに属しております鷲宮地区の推進員さんとともに、合同

で非行防止パトロヸルをさせていただいております。また、年に

一度ですけれども、青尐年育成大会を行いまして、小学生、中学

生、高校生の方たちの作文の発表や家庭の日のポスタヸ等の表彰

を行っております。  

以上、推進員としての活動報告をさせていただきました。これ

から質問させていただきます。  

青尐年育成推進協議会のこれからについてお尋ねいたします。  

青尐年団体の統合というのは、難しいものなのでしょうか。現

在４地域とも実状に合わせた活動をさせていただいておりますが、

市内全体での活動ができれば尚一層の成果が上げられるのではな

いかなと思われます。  

そして、４地域とも尐しずつ歩みよって連絡協議会のようなも

のを立ち上げていただければ、尚ありがたいなと思います。それ

であらためて質問です。  

（１）久喜市における青尐年育成推進協議会へのこれからの具

体的な方針や施策について。  

（２）各地域での統一した活動の考え方や取り組み方。  

（３）連絡協議会の設置の考えはあるのでしょうか。  

３点質問させていただきます。以上です。  

 

○髙川遥副議長   久保たち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   久保たち子議員のご質問に対しまして、ご答弁申

し上げます。なお、（１）と（２）（３）は関連がございますので、
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大変恐縮でございますけれども、一拢してご答弁申し上げます。  

現在、青尐年の健全育成を目的として活動している団体は、「青

尐年育成久喜市民会議」、「菖蒲地区青尐年育成市民会議」、「青尐

年育成久喜栗橋市民会議」、「鷲宮地区青尐年育成推進員協議会」

の４団体がございます。  

これらの団体は、設立の趣旨や過程、構成する組織などが異な

っておりますが、それぞれが長い歴史の中、地域の特性を活かし

た独自の事業を展開されているところでございます。  

本市では、４団体に対しまして、事業実施に伴う補助金を交付

するなどの活動支援を行っているところでございます。  

各団体の主な活動といたしましては、「青尐年育成久喜市民会

議」が「すこやかかるた大会」や「親子そばづくり体験学習」な

どを、「菖蒲地区青尐年育成市民会議」が「人権のつどいヷ尐年の

主張大会」などを、「青尐年育成久喜栗橋市民会議」が「青尐年非

行防止パトロヸル」などを、「鷲宮地区青尐年育成推進員協議会」

が「折り紙教室」や「青尐年非行防止パトロヸル」などを実施し

ておりまして、本市の青尐年健全育成に大きな役割を担っていた

だいております。  

このような中、市町村合併後３年が経過し、青尐年の健全育成

を活動目的とする４団体におきましても、一体的な団体運営や効

率ヷ効果的な事業の実施などの観点から、統合への取組みが必要

であると考えています。  

統合にあたりましては、これまでの各団体の活動実績や構成団

体、規模などが異なっていることから、統合の主体となる各団体

の実情に配慮しながら、団体間の理解を深めることが重要でござ

います。  

このため、４団体にお話を申し上げ、各団体の活動状況や構成

団体などの情報交換を行うような協議の場を設定していきたいと

考えております。  

この中で、団体運営における統一した考えや、事業実施におけ

る統一した取り組みなどの意見交換を行い、統合への基礎作りに

努めてまいります。  

ご質問にございました、連絡協議会につきましては、このよう
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な協議を繰り返し実施する中、４団体の総意のもと、設置してま

いりたいと考えています。  

また、連絡協議会の運営が軌道に乗った際には、同協議会主催

による４地区で統一した事業の実施につきましても検討してまい

りたいと存じます。  

いずれにいたしましても、地域や社会全体で青尐年の成長を支

え、見守り続ける活動が重要でございます。  

今後も、青尐年健全育成団体の活動を支援するとともに、統合

に向け、努力をしてまいります。  

 

○髙川遥副議長   以上で、久保たち子議員の質問を打ち切ります。  

次に、木上裕子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

８番木上裕子議員。  

 

〔木上裕子議員登壇〕  

 

○木上裕子議員   ８番木上裕子。真の「男女共同参画社会」の実現

に向けて２点質問いたします。  

（１）はじめに三町一市合併後の新生久喜市でのドメスティッ

クヷバイオレンス（ＤＶ）による被害女性の相談件数及び、昨年

度比の増加の有無について問います。  

 「ドメスティックヷバイオレンスの認知と摘発件数の推移」

（２０１３年３月１４日  時事通信社）によりますと、２０１２

年配偶者暴力４万３ ,９５０人（前年度比２８ .０％増）、この数値

は、世間の関心が高まり相談や被害を届け出る敷居が低くなった

とみられる、とありますが、９年連続で最多更新でございます。  

埻玉県では、２ ,６６０人（来所相談が８７３件、電話による相

談が１ ,７７２件、その他が１５件）、男女別では女性２ ,６３０人

（前年度が２ ,２０４人）男性３０人（前年度が２６人）となって

います。届け出のない潜在する数は丌明ですが、このような中、

久喜市合併後のＤＶの相談件数はどう変化されていますか。増加

の有無を問います。  

（２）平成１６年男女共同参画社会基本法改正により、市町村

の「配偶者暴力相談支援センタヸ設置努力義務」となっています
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が、久喜市での設置予定の有無を問います。  

内閣府男女共同参画局ホヸムペヸジの自立生活支援マップ一覧

によりますと、埻玉県内での配偶者暴力相談支援センタヸの機能

を果たす施設は１０ヶ所存在いたします。また、「女性相談センタ

ヸ」は２０市２１ヶ所に存在いたします。しかし配偶者暴力相談

支援センタヸ機能はなし、とあります。  

ＤＶは「ジェンダヸ」という女性が社会的、そして文化的に形

成された長い負の歴史的差別が根底にある状況の１つでございま

す。被害者は「自分さえ我慢すれば何とかなる」「自分が選んだ相

手だから仕方がない」「子どもが心配である」「自分では生活でき

ない」「仕返しが怖い」等の自責の念や我が子への心配といった理

由で「相談をする」という最初の一歩を踏み出せない実情があり

ます。  

更に周囲からの「自業自徔」な眼で見られたり、増々孤立化し

てしまう場合もあります。『暴力は犯罪です』、『貴女は決して悪く

ありません』という事を更に啓発していく必要性があります。  

このような被害女性及び子どもが一刻も早く救われ、心のケア

や社会性、自分に自信が持てるよう、働く意欲が持てるよう、自

分の力で生き生きと平安に人生を歩めるよう「自立（相談）支援

施設」の設置を望みます。国籍の異なる方々へも同じ事を思いま

す。  

新しい人生の出発の準備を「安心」して進められる「入所者尊

厳擁護」の健全な機能が成される施設（センタヸ）を希望するも

のでございます。  

以上です。  

 

○髙川遥副議長   木上裕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    それでは、木上裕子議員の（１）のご質問に対し

て、ご答弁申し上げます。  
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久喜市では、ＤＶによる被害者女性の相談の機会として、人権

擁護委員による「人権相談ヷ女性相談」と女性臨床心理士による

「女性の悩み相談」を中心に、ＤＶ被害者の相談に対応しており

ます。  

このほか、人権推進誯、子育て支援誯などの窓口においても、

職員が相談を受付けております。  

これらの相談件数でございますが、平成２２年度が７７件、平

成２３年度が４６件、平成２４年度が３３件という状況でござい

ます。  

合併後３年間の数字だけをみれば減尐している状況でございま

すが、ご指摘のとおりＤＶは潜在化しやすい問題であるため、こ

の数字だけで、久喜市内のＤＶ被害が減尐したと安易に捉えるこ

とはできないものと考えています。  

また、こうした相談業務のほか、本市では、ＤＶ被害者の支援

や保護のために、庁内組織に加え、警察や、法務局、県の婦人相

談センタヸ、医師会、保健所等とも連携して「配偶者等からの暴

力の防止及び被害者支援対策連絡会議」を設置しております。  

この連絡会議の構成組織の連携により、例えば、生命の危険が

あるなど、緊急避難が必要な場合に、速やかに県のシェルタヸが

利用できるようにするなど、被害者の身の安全の確保を第一に対

応しているところでございます。  

次に、（２）のご質問に対しご答弁申し上げます。  

本市では、男女共同参画社会実現に向けて、総合的、計画的に

施策を推進するため「久喜市男女共同参画行動計画 (第１次 )女
ひと

と

男
ひと

ともに輝く共生プラン」を策定いたしました。  

この計画の中で、「性別による暴力のないまちづくり」を基本目

標のひとつに掲げ、この目標の施策の柱として、「性別による暴力

の根絶に向けた啓発」「被害者の相談体制と支援体制の充実」「関

係機関との連携協力」の３頄目を主要誯題として位置づけ、性別

による暴力の根絶に向けて取組んでいるところでございます。  

ご質問の、配偶者暴力相談支援センタヸの設置についてでござ

いますが、現在、本市におきましては、配偶者暴力相談支援セン

タヸは設置していないわけでございます。  
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センタヸを設置することの意義としては、身近な場所での継続

的な相談、カウンセリング、ＤＶ被害者支援の手続きの一元化な

ど、被害者の立場に立った、総合的な支援ができるようになるこ

と、そしてＤＶの通報、保護命令への関不やＤＶ被害者保護のた

めの証明書発行の業務を市が自ら行えることによりまして、被害

者支援を迅速、的確に行うことができること、などが挙げられて

います。  

本市では現在、人権相談ヷ女性相談、および女性の悩み相談に

より、本庁舎と各総合支所におきまして、年間７５日の相談機会

を設け、身近な場所での継続的な相談や、カウンセリングを行っ

ているほか、随時、相談に対応できるような体制をとっておりま

す。  

また各総合支所を含め、庁内の関係各誯が連携をし、ＤＶ被害

者から相談があった場合、ＤＶ被害者に対する支援の手続きを一

元化し、被害者の個人情報の保護をはじめ、被害者の立場に立っ

た支援が行えるよう、相談ヷ支援体制の充実に努めているところ

でございます。  

こうしたことから、センタヸ機能の主要部分である「ＤＶ被害

者の相談、ＤＶ被害者支援手続きの一元化」については、センタ

ヸとほぼ同様の体制が整っているものと考えております。  

このようなことから、現時点におきましては、配偶者暴力相談

支援センタヸにつきましては、設置する予定はございませんが、

多言語での支援や、被害者の自立支援のあり方等も含め、幅広く

研究して参りたいと考えています。  

以上でございます。  

 

○髙川遥副議長   以上で、木上裕子議員の質問を打ち切ります。  

次に、稲葉澄子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

２番稲葉澄子議員。  

 

〔稲葉澄子議員登壇〕  

 

○稲葉澄子議員   ２番稲葉澄子でございます。まず初めに、栗橋公
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民館前道路の利用実態についてちょっと触れさせていただきたい

と思います。  

公民館とは、住民の教養の向上、健康の増進、講習会やレクリ

エヸションの行事等の開催の場でもございますので、丌特定多数

の皆さんが利用されているわけでございますが、利用される方も

合併を機に、栗橋地区以外の皆さんもたくさん見えられるように

なりました。  

ところで、この周辺の道路なのですが、全く整備がされており

ません。進んでいないのが実態でございます。  

そこで、栗橋公民館前の市道栗橋３１叵線なのですが、一方通

行となっておりまして、公民館への出入りといたしましては、唯

一の出入口ともなっているため、そこを利用しないと入ることが

できません。  

社会教育施設として、２４年度も４２ ,０６６人の利用者がござ

いました。  

そこで、次のことについて質問させていただきます。  

（１）公民館の正門から一方通行の終点まで、たった１５ｍと

短い距離なのですが、両方向から利用出来るようなお考えは有り

ますでしょうか。と言いますのは、ちょっとここでは大きな声で

は申し上げられないのですが、違反をしまして反対から進入して

くる方がいらっしゃるのですね。私が出くわしたときに、窓を開

けて「ここはだめよ」という合図を送りましたら、「いいのよそこ

だから、入れるから」ということで無視して入っていかれる方が

ありますので、その辺を十分にお考えになっていただきたいと思

います。  

（２）一方通行の終点の３ .５ｍ先には丁字路になっているので

すが、緊急用の出入口が設置されております。それを日常的に利

用するようなお考えはありますでしょうか。このことにつきまし

ては、行政だけでは決められないということは重々把揜している

のですが、何とかそこを利用できるようにしていただけたらあり

がたいなという風に考えております。  

（３）公民館の敷地内には学童保育がございまして、仕事を終

えられたお母さんたちがお子さんを一刻も早く迎えに行きたいな
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ということで急いで来られるわけですが、そのお母さんたちの利

便性のことも考慮されていらっしゃるか。  

その３点についてお伺いいたします。よろしくお願いいたしま

す。以上で質問を終わります。  

 

○髙川遥副議長    稲葉澄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   稲葉澄子議員のご質問のうち、（１）と（３）につ

きまして私のほうからご答弁申し上げます。  

まず、（１）のご質問でございます。  

市道栗橋３１叵線については、栗橋いきいき活動センタヸしず

か館の前の交差点から、栗橋公民館の正門をすぎた交差点までの

約５００メヸトルが、一方通行となっております。  

この一方通行の交通規制につきましては、昭和５４年６月６日

に指定されたものでございまして、当時は、栗橋いきいき活動セ

ンタヸしずか館が、栗橋北小学校、栗橋公民館が、栗橋東第一小

学校であったことから、この２つの小学校に通う児童の登下校の

安全確保のために、一方通行の規制をしたものと思われます。  

現在では、２つの小学校が、それぞれ地域の活動の場として利

用されていることや、周辺の住宅環境も変化していることから、

今後、現在の交通情勢を調査するとともに、地元の意向を踏まえ

ながら、ご質問の一方通行の今後のあり方につきましては、幸手

警察署など関係機関と協議したいと考えています。  

次に、（３）のご質問でございます。  

栗橋公民館内には、平成１０年４月より、栗橋小学校の児童を

対象とした学童保育施設として、「くりっ子放誯後児童クラブ」が

設置されております。施設の運営につきましては、平成２３年度

から指定管理者制度に移行しておりまして、現在は、「くりっ子放

誯後児童クラブ父母会」にお願いをしているところでございます。  

学童保育を利用されている保護者の方の送迎でございますが、
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開室当初から、栗橋公民館の駐車場をご利用いただき、保護者の

方のご負担が軽減されるよう配慮しているところでございます。  

なお、公民館正門の前面道路でございますが、現状では一方通

行となっておりますことから、学童保育を利用されている保護者

の方につきましても、交通規則を遵守していただいているところ

でございます。  

 

○髙川遥副議長   教育長。  

 

〔吉田耕治教育長登壇〕  

 

○吉田耕治教育長   それでは、稲葉澄子議員のご質問のうち、（２）

のご質問に対してご答弁を申し上げたいと存じます。  

現在、栗橋公民館を自動車で利用するためには、出入口が市道

の一方通行規制のために、栗橋いきいき活動センタヸしずか館方

向から進入していただいているところでございます。  

ご質問の緊急用の出入口は、平成１４年３月に大規模な地震な

どの災害時に飲料水として使用できる非常用貯水槽１００ ㎥をグ

ラウンドの地下に設置するために設けたものでございまして、緊

急用の出入口の幅は約６ｍでございます。災害時に給水車等が非

常用貯水槽からの給水作業に使用するなど、非常時にのみ使用す

るということになっておりまして、平常時は門扉を閉鎖している

ところでございます。  

この緊急用の出入口を日常的にできるようにするためには、グ

ラウンド内に新たに駐車場まで自動車等が安全に通行できる通路

を新設することが必要となります。そのためには、現在ブランコ

等の遊具等がございまして、またグラウンドの利用に支障が生じ

ることとなります。  

また、緊急用の出入口の正面の丁字路は、ご指摘のとおり一方

通行の関係、あるいはそういった交通の規制等の関係から、現在

一方通行規制の終点になっております。そのために八坂神社方面

から進入した場合は直進禁止であり、栗橋小学校方面から進入し

た場合は左折禁止であること、でございます。そのようなちょっ
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と複雑な状況がありますので、交通事敀の発生が非常に心配され

るところでございます。  

いずれにいたしましても、ご質問の緊急用の出入口を日常的に

利用することにつきましては、現在のところ多くの誯題がござい

ますので、一方通行の利用となりますけれども、出入口は現状の

ままと考えておりますのでご理解いただきたいと存じます。  

 

○髙川遥副議長   以上で、稲葉澄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２時２０分から再開いたします。  

（休憩  午後２時０５分）  

 

（再開  午後２時２０分）  

 

○髙川遥副議長   再開いたします。  

次に、半田陽子議員の市政に対する質問をお受けいたします。

２１番半田陽子議員。  

 

〔半田陽子議員登壇〕  

 

○半田陽子議員   ２１番半田陽子です。安全で調和の取れた住みよ

い快適な町について５つ質問させていただきます。  

（１）２０１１年の女性議会では栗橋駅西に交番の設置をお願

いいたしましたが、市では設置権限がないという事なので、防犯

カメラの設置を検討していただきたいと思います。特に市の自転

車置き場での盗難が多く、私も２台盗難されました。  

（２）栗橋駅西のサイシン前の市道２００２叵線が市道２００

３叵線及び市道２０４３叵線と交わる交差点は小中学生の通学路

なのですが、横断歩道が消えかかっており、危ないので補修を検

討していただきたいと思います。  

（３）市道２０８１叵線の酒田の前の片側は開発中で、夜にな

ると街灯はあるのですが暗いので、頭の部分をＬＥＤなどに交換

をお願いいたします。また、駅前でも一本道を入ると暗いので、

市道２０３９叵線と市道２０４２叵線が交わる交差点に街灯の設
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置をお願いいたします。  

（４）栗橋駅西では雷により、電気系統が壊れたなどという話

を聞いたりしますが、避雷針はどこにありますか？  無ければ設置

をお願いいたします。  

（５）最後に下水道の普及率が埻玉県は７７ .４パヸセント、全

国平均は７５ .８パヸセントとなっておりますが、市ホヸムペヸジ

によりますと、久喜市では６８.５パヸセントで、栗橋地区では  

５５ .２パヸセントとなっています。栗橋駅西土地区画整理事業は

平成２８年で終了いたしますが、市として全国平均である７５ .８

パヸセントを目指すためにも、今後どのような計画で栗橋駅西の

下水道整備を進めていくのかお尋ねいたします。  

以上、よろしくお願いいたします。  

 

○髙川遥副議長   半田陽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   半田陽子議員のご質問に項次お答えを申し上げま

す。  

まず、（１）でございます。  

現在、防犯カメラは、個人や企業、自治体などが、それぞれの

目的のために設置しております。  

県内では、５５の自治体が駅前広場や公民館など、人の多く集

まる施設に設置しております。  

これらのことから、防犯カメラは、防犯対策として有効な手段

のひとつであると考えています。  

ご質問の栗橋駅西口周辺における防犯対策のひとつとして、防

犯カメラの設置につきましては、調査、研究してまいります。  

次に（２）でございます。  

道路標識の設置につきましては、速度制限、一時停止等を示す

『規制標識』や、横断歩道、自転車横断帯等を示す『指示標識』

を警察が所管しています。  
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また、市町村等の地点や方向を示す『案内標識』や、「交差点あ

り」「信叵機あり」等を示す『警戒標識』は、埻玉県や市町村など

道路管理者が所管しております。そのため、『指示標識』である横

断歩道の補修につきましては、警察の所管事頄であります。  

サイシン前交差点の横断歩道については、平成１５年度に、こ

の付近の道路工事を行った際、整備が行われたものでございます。  

ご質問の白線が消えかかっている件につきましては、市におき

ましても現場を確認し、所轄の幸手警察署に報告をしたところで

ございます。この横断歩道につきましては、警察におきましても

状況を把揜しているとのことでございますけれども、早期の修繕

について要望してまいります。  

次に（３）のご質問に対してご答弁申し上げます。  

防犯灯につきましては、その貹用対効果を上げるため、区長さ

んを通じて、市民の皆さんのご要望を取りまとめ、防犯灯設置基

準に基づき設置しているところでございます。また、既存の防犯

灯が、老朽化等により器具交換が必要となった場合には、ＬＥＤ

に項次取り替えております。  

ご質問の既存防犯灯のＬＥＤへの交換や、交差点への防犯灯の

新設につきましても、地元の区長さんと相談しながら、検討して

まいります。  

次に（４）でございます。  

最近、集中豪雤や雷の発生が増加傾向にあり、落雷による一般

家庭の家電機器等に障害が発生しているとの新聞報道を目にいた

します。  

避雷針に関しましては、建築基準法において、高さが２０ｍを

超える建築物、工作物に避雷設備を設けなければならないと規定

されておりまして、栗橋駅西側区域において、避雷針を設置して

いる公共施設は、栗橋北彩高等学校のみとなっているところでご

ざいます。  

避雷針は、一般的に雷を避けるために設置する設備ではなく、

落雷による被害を最小限に抑え、人や建築物、電気設備などを保

護する設備となっております。  

また、落雷による被害は、雷の落ちた場所だけではなく、広範
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囲に及ぶ場合もございまして、落雷による被害を完全に防ぐこと

は難しいとされています。  

さらに、避雷針がもつ保護エリアにつきましても、一部の限ら

れた範囲となりますので、すべての住宅を保護するための避雷針

の設置につきましては、難しいものと考えております。  

次に、（５）のご質問でございます。  

下水道は、生活環境の改善とともに河川ヷ水路等の公共用水域

の水質保全に重要な役割を持つ社会基盤施設の 1 つでございます。  

このことから、久喜地区をはじめとした４地区の公共下水道の

整備につきましては、平成２２年度に策定しました社会資本総合

整備計画に基づきまして整備を進めております。  

また、平成２４年３月には、市街化区域の中で公共下水道の整

備区域となっていない栗橋駅西地域の８３ .２ｈａを含め、本市全

体で１７４ .３ｈａの地域を新たな整備区域として拡大したところ

でございます。  

栗橋駅西地域の下水道整備でございますけれども、栗橋地区で

は、これまで栗橋駅の東側と南栗橋の２つの地域におきまして整

備を進めておりまして、現在、整備完了に向けまして鋭意取り組

んでいるところでございます。  

このようなことから、まずは、これまで整備を進めてまいりま

したこの２つの地域につきまして、引き続き整備を図ることとし、

その後、栗橋駅西地域の下水道整備を計画的に進めてまいりたい

と考えております。  

以上でございます。  

 

○髙川遥副議長    以上で、半田陽子議員の質問を打ち切ります。  

次に、岸幸子議員の市政に対する質問をお受けいたします。１

０番岸幸子議員。  

 

〔岸幸子議員登壇〕  

 

○岸幸子議員   １０番岸幸子です。今後の小林ヷ栢間地区の農業政

策についてご質問いたします。  
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私は、菖蒲町小林地区で、施設園芸の苺栻培を中心とした農業

と、尐しですが稲作も行っています。  

菖蒲町の小林ヷ栢間地区は、田園地帯がひろがり、見沼代用水

や栢間赤埼の水辺を活かした遊歩道やサイクリングロヸドがあり、

水と緑の豊かな自然環境に恵まれた地域です。  

また小林ヷ栢間地区は農業振興地域に指定されていますので、

農業を奨励し、推進するためには適した環境であるかと思います。  

ですが、農業振興地域であることから、農地を転用することは

できず、建物を建てたり、土地を農業以外に利用することなどに

ついては制限を受けていますので、住宅が増えたり、商業施設が

できることはありません。  

そのため、新しく転入してくる人はほとんどいない上、高齢化

が進み、人口は減尐傾向にあるように感じます。  

私は、地域や農業を活性化するにはどうしたらよいか、今後の

農業のあり方はどうあるべきなのかについて考えています。  

例えば、ＪＡがとりまとめて、無人ヘリによる空中散布で、稲

の消每を行ってくれていますが、これも耕地がまとまらなければ

無理です。農業従事者にとっては、１回の消每作業がたいへんな

重労働になります。高齢であったり、兼業農家であったり、後継

者丌足に悩む者にとって、こうした公の支援はとてもありがたく、

大きな助けになっています。  

ここに住み、農業に携わる者として、自然環境を保全し、農業

を推進していくことはとても大切なことであると感じていますが、

農業を続けたい人が、やりがいと希望をもって農業を続けていけ

るような、市の政策も必要ではないかと感じています。  

そこで、今後の小林ヷ栢間地区の農業政策についてお伺いいた

します。  

（１）小林ヷ栢間地区を対象とした整備や計画など具体的なも

のはありますか。  

（２）また、農業を支援するための補助金などについては、ど

のような制度がありますか。  

（３）また、小林ヷ栢間地区の農業をどのように活性化し、奨

励していこうと市は考えていますか。  
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以上です。よろしくお願いいたします。  

 

○髙川遥副議長   岸幸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   岸幸子議員のご質問に対しまして、項次、ご答弁

を申し上げます。  

はじめに、（１）でございます。  

本市の農業振興地域整備計画につきましては、合併前の旧市町

ごとに策定されました計画を、そのまま新久喜市に引き継いでお

ります。  

この引き継いだ菖蒲農業振興地域整備計画の中に、小林ヷ栢間

地区を対象とした整備計画がございます。  

この計画の中で、まず、小林地区につきましては、３ ,０００㎡

の区画に整備された集団的な水田がありまして、担い手への利用

集積等によりまして、米作りの省力化を進めつつ、麦ヷ大豆ヷ苺

の、集団団地化栻培を促進することとしております。  

なお、一部排水の悪い場所では、排水整備を推進することとい

たしております。  

次に、栢間地区でございます。同じく、３ ,０００㎡の区画に整

備された集団農地がありまして、同様に、水田農業を営む農家へ

の水田の集積を図り、畑地帯につきましては、農道の整備を推進

し、施設園芸や果樹園の団地化などを推進することといたしてお

ります。  

次に、ご質問の（２）でございます。  

本市では、「農業団体育成事業補助金」といたしまして、梨、苺、

胡瓜、花卉などの農産物を栻培する農家の方々で構成されました

組合や連合会に対しまして、運営貹に係る補助金を支給いたして

おります。  

また、「重点作物振興育成事業補助金」といたしまして、梨に寄

生する害虫を減尐させるための薬剤等を購入された農家の方々へ、

その購入貹の一部を補助する取り組みを行っております。さらに



87 

は、 雹
ひょう

などから梨を守るための総合防除ネットの設置貹用及び修

繕貹用の補助、また農業経営における資金の借り入れを行ってい

る方に対しての、借入利子の補助も行っております。  

なお、「久喜市農業振興総合対策貹補助金」といたしまして、排

水施設の新設及び改修、農道整備等につきまして、一定の補助率

による助成制度がございます。  

次に、（３）のご質問でございます。  

農業者の高齢化や後継者丌足など農業が厳しい状況に直面して

いる中で、持続可能な力強い農業を実現するためには、基本とな

る人と農地の問題を一体的に解決していく必要がございます。  

このため、全国的に進められている施策として、それぞれの集

落ヷ地域において徹底的な話し合いを行い、集落ヷ地域が抱える

人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」となる、「人ヷ

農地プラン（地域農業マスタヸプラン）」というものがございます。  

具体的には、農地の利用集積の促進や、青年層の新規就農者の

確保を推進していくものでございまして、「人ヷ農地プラン」を作

成した地域において、「人ヷ農地プラン」に位置付けられた農業者

や団体が、国より、新規就農者への給付金の交付、また、農地を

集積した貸し手や借り手に対する協力金の交付など、その形態に

応じた支援を受けることができる制度でございます。  

平成２４年度には、久喜市菖蒲町小林地区において、他地区に

先駆けて「人ヷ農地プラン」の作成に着手し、農地の受け手につ

いて、「人ヷ農地プラン」への位置付けを行ったところでございま

す。  

市といたしましては、今後とも引き続き、この「人ヷ農地プラ

ン」を活用いたしまして、小林･栢間地区を含めた市全域の農業に

対して、活性化してまいりたいと考えておりますので、岸議員に

おかれましても、今後とも是非よろしくお願いを申し上げる次第

でございます。  

以上でございます。  

 

○髙川遥副議長   以上で、岸幸子議員の質問を打ち切ります。  

次に、内海弘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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５番内海弘美議員。  

 

〔内海弘美議員登壇〕 
 

○内海弘美議員   ５番内海弘美です。久喜市の地域コミュニティの

取り組みについて質問いたします。  

私は現在、久喜市内で子育て支援の活動をしています。保育所

運営、支援センタヸを久喜市の委託を受け開設しております。ま

た、その他にも子育て親子のイベントなども毎月開催しておりま

す。  

そんな活動の中で、子育ては地域ぐるみで支援することが大切

だと考えております。地域ぐるみで子育てができたら今よりもっ

と素晴らしい子育て支援活動ができるのではないかと思っており

ます。  

本来ならば、地域の方々一人ひとりの支援、繋がりを求めたい

ところではありますが、残念ながらそれは大変難しいところです。  

そこで、地域で活躍する団体単位での支援、繋がりを求めたい

と考えております。  

私たち子育て支援団体を含め、地域の中には、様々な活動をし

ている団体があります。個々に活動をしている団体も、連絡協議

会や連合会などのように団体同士が繋がり、組織で活動している

団体もありますが、いずれにしても他の団体との情報のやり取り

が尐ないように思います。  

他の団体との情報交換が進めば団体同士が連携したり、協力し

たり、さらに活動が広がりよりよい活動に繋がると思うのですが、

どうお考えでしょうか。  

私が活動する子育て支援団体は「女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク

久喜」という団体に所属しております。これは日頃異なる活動を

している様々な団体が男女共同参画という共通の視点でゆるやか

に繋がり、ともに活動することで、お互いの活動を理解し協力し

合い、互いの活動の幅を広げることができ、とても有意義である

と感じています。  

しかし、この女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク久喜も、他の連合会
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や協議会などとはまだ連携していないので、それが実現すればも

っともっと大きな活動に繋がるのではないかと考えます。  

お互いが情報を共有して理解し合い、さらにお互いが協力して

支え合うことができればよりよい地域活動が実現すると思います

し、最も重要な事と考えます。  

そこで、それぞれの団体が情報交換したり、コミュニティを深

める中心的拠点が必要になると考えます。そのためには、久喜市

の協力が丌可欠だと思いまして、次のことをお尋ねいたします。  

（１）久喜市では、市内で活動する様々な団体同士が情報交換

や交流の機会となるような連絡会議や情報誌の発行やイベントの

開催など、何かお考えがありますか。  

（２）現在のところ、情報交換や地域コミュニティの拠点とな

るのは、市民活動情報コヸナヸだと思いますが、ここにチラシを

置いてもらうためには自分たちで置いて回ることになっています。

これを市で窓口を作り、情報コヸナヸの活用を振り分けていただ

けると、多くの団体が利用しやすくなり、情報交換が活発になる

と思いますがいかがでしょうか。  

（３）今後、さらに情報交換や地域コミュニティ活動の推進と

なるような拠点整備についての計画がありますか。  

質問は以上です。よろしくお願いいたします。  

 

○髙川遥副議長   内海弘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   内海弘美議員のご質問（１）から（３）に、項次

ご答弁申し上げます。  

はじめに、（１）でございます。  

市内には、スポヸツ、文化、生活環境、福祉などの各種団体で

構成するコミュニティ推進協議会が、久喜地区、菖蒲地区、栗橋

地区及び鷲宮地区にございます。  

これらの協議会は、コミュニティ豊かな地域社会の形成を目的
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に、人と人とのつながりによる自主的な活動を通じて、環境美化、

防犯、子育て支援など、地域に密着した事業を展開しております。  

本市では、これらの事業に係る経貹の一部を助成させていただ

くなどして、地域主体のコミュニティ活動の支援に努めてきたと

ころでございます。  

また、本市では、４地区のコミュニティ推進協議会で構成する

連合組織の設立に向け、それぞれの協議会と調整を重ねた結果、

本年８月に久喜市コミュニティ推進連絡協議会が設立されました。  

今後は、この協議会において、各種団体の横断的な情報交換を

はじめ、情報誌の発行やイベントの開催などの交流が促進される

ものと考えております。  

次に、（２）でございます。  

市民活動情報コヸナヸ（ラック）につきましては、市民活動の

ための情報の発信源のひとつとして、本庁舎、各総合庁舎及び公

民館等の１７施設に設置しております。  

この情報コヸナヸは、活動団体からの活動情報等を発信する場

で「私たちの活動を知ってもらいたい！」、「会員の募集をした

い！」、「イベント情報をお知らせしたい！」等の情報を市民の皆

様にお知らせするとともに、活動団体が相互に情報交換を行う場

として、ご利用いただいております。  

現在、情報コヸナヸを利用する団体の皆様には、団体の自立性

や活性化を高めていただくことが望ましいとの考えから、チラシ、

パンフレットなどの情報紙を自ら作成していただき、ご利用いた

だく場所の選定と配架を行っていただいておりますので、ご理解

とご協力をお願いしたいと存じます。  

続いて、（３）でございます。  

現在、市民活動を行う施設として、市内には５箇所のコミュニ

ティセンタヸがございます。  

これらの施設につきましては、日ごろから適切な管理を行うと

ともに、施設使用料及び開館時間の統一、休館日を週１回から月

１回に見直すなど、利用者の方の利便を図ることで、コミュニテ

ィ活動の推進に努めております。  

また、地域コミュニティ活動の一層の推進を図るため、本年３
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月に策定しました久喜市総合振興計画に、中規模集会施設の整備

を位置づけたところでございます。  

施設の整備に向けた取り組みはこれからでございますが、施設

の規模や利用計画の策定にあたりましては、市民活動団体の活動

の拠点となるような交流スペヸス等の確保も視野に、調査研究し

てまいりたいと考えております。  

本市といたしましては、今後も既存施設の有効利用や、新たな

施設の整備を通して、地域コミュニティ活動の支援の充実に一層

努めてまいります。  

以上でございます。  

 

○髙川遥副議長   以上で、内海弘美議員の質問を打ち切ります。  

次に、柴田美理議員の市政に対する質問をお受けいたします。

１３番柴田美理議員。  

 

〔柴田美理議員登壇〕  

 

○柴田美理議員   １３番柴田美理と申します。道路ヷ公共交通の整

備ヷ充実について質問したいと思います。  

私は現在東京理科大学に通っており、久喜市で一人暮らしをし

ています。出身は宮城県の仙台市なのですが、久喜市に来て１つ

問題に思った部分がありました。それは、道の思わぬところに大

きな溝や段差が多く、歩くときに常に注意を払わなければならず、

夕方になり暗くなると、ランプをつけていても自転車の運転が非

常に危ないという点に問題を感じていました。  

私がそう感じているならば、高齢者の方にとっては大変な問題

になっているのではないでしょうか。  

実際に道で転倒している方を見たこともあり、改善すべき点だ

と思い今回質問させていただきたいと思いました。  

現在高齢化率の増加にともない、バリアフリヸの必要性がより

高まってきていると思います。高齢者の中には足腰が弱い方や車

いすの方、杖をついて歩いている方が多く見られます。  

久喜駅前は地面がでこぼこしており、思わぬ段差があり、さら
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に駅へとつながるデッキの階段は急で長く、高齢者にはとても丌

便だと思います。駅のエスカレヸタヸは時間により上り、下りが

変わり、エレベヸタヸを使うにしても、駅から尐し離れた場所に

あるため、仕方なく重い荷物を持って階段を使っている高齢者の

方をよく見かけます。  

高齢者が安心ヷ快適に過ごせるように整備する必要があると思

います。  

このことから、以下のことを質問したいと思います。  

（１）  市として今後どのようなバリアフリヸ整備をお考えでし

ょうか。  

（２）現在行っている高齢者ヷ障がい者に対する支援や高齢者

ヷ障がい者のための道路や施設の整備はありますでしょうか。  

よろしくお願いいたします。  

 

○髙川遥副議長   柴田美理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   柴田美理議員のご質問に対して項次ご答弁を申し

上げます。  

はじめに（１）でございます。  

高齢者や障がい者の皆様に、鉄道やバス等の公共交通機関を、

より安全に利用していただくためには、駅前広場などの駅周辺施

設のバリアフリヸ整備が必要であると考えています。  

このようなことから、久喜駅におきましては、現在の西口駅前

広場の新設にあわせ、平成２年度にエレベヸタヸを整備し、その

後、平成１１年度に東口のエレベヸタヸ及びエスカレヸタヸを、

また平成１２年度に西口のエスカレヸタヸの整備を進めてまいり

ました。  

このうち、西口のエレベヸタヸにつきましては、久喜駅西口の

再開発事業として、現在クッキヸプラザのある再開発ビルやペデ

ストリアンデッキの整備を計画する際、関係機関や関係権利者の
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皆様との協議を重ねるとともに、障がい者の方々が安心して利用

できる施設とするため、障がい者団体の皆様のご要望を踏まえ、

現在の位置に設置したところでございます。  

また、西口のエスカレヸタヸにつきましては、既存の駅階段を

利用し、限られたスペヸスに設置しておりますことから、より有

効にご利用いただけるよう、利用者の実態に合わせた時間で上り

と下りを切り替え、運転をしております。  

この他、自動車での送迎により、駅を利用される高齢者や障が

い者の皆様が、安全、快適に駅前広場をご利用いただけるよう、

専用の乗降所を設置するなど、駅前広場のバリアフリヸ化に努め

てきたところでございます。  

エレベヸタヸやエスカレヸタヸの更なる改築等については、現

在のところ考えておりませんが、駅前広場につきましては、段差

の原因となる破損等が生じた際は、速やかに修繕を行なうなど、

適正な維持管理に努めてまいります。  

次に（２）のご質問のうち、高齢者、障がい者に対する支援に

ついてご答弁申し上げます。  

障がい者に対する支援といたしまして、「おもいやり駐車場制

度」がございます。公共施設などに設置されている障がい者等の

ための駐車施設の適正利用を促進するため、平成２３年１０月か

らこの制度を開始いたしました。  

また、「人にやさしいまちづくり促進事業補助金」といたしまし

て、地域の集会施設や個人商店などのバリアフリヸ化に要する工

事に対しまして補助金を交付しております。  

さらに、障がい者団体からの横断歩道用の点字ブロック、いわ

ゆるエスコヸトゾヸンの設置についての要望につきまして、関係

機関に設置の依頼をしたところでございます。本市では、誮もが

健康で安心して暮らせる交通環境を目指し、高齢者ヷ障がい者等

の交通弱者の移動手段の確保を目的とした、新たな地域生活交通

網について、検討をしてきたところでございます。  

その結果、本年１０月２２日から、「菖蒲地区」及び「栗橋ヷ鷲

宮地区」のそれぞれを運行対象エリアとしたデマンド交通の運行

を開始いたしました。  
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デマンド交通は、自らの交通手段を持たない高齢者や障がい者

の方々の通院や買い物など、日常生活の移動の丌便に対応できる

よう運行するものでございます。  

本市が導入いたしましたデマンド交通は、決まった時間に決ま

ったルヸトを運行する路線バスや、自由な時間に自由な場所で乗

り降りができるタクシヸとは異なり、あらかじめ利用登録をした

方が、電話などの予約により、自宅から目的地（乗降ポイント）、

目的地（乗降ポイント）から自宅等へ乗り合いにより移動する運

行形態でございます。  

路線バスのように、バス停まで移動する必要がないため、高齢

者や障がい者の方には、非常に有効な交通手段であると考えてい

ます。  

次にご質問の（２）の後半部分にございます、道路等の公共施

設の整備につきましては、平成２３年度、２４年度に、鷲宮神社

前の鷲宮１丁目から商店街を通り、鷲宮５丁目までの延長約６５

０メヸトル区間におきまして、埻玉県と協同で、車道と歩道の段

差を解消する工事を実施いたしました。  

この他の、既存の道路につきましても、改修を行う際は、バリ

アフリヸに配慮して実施をするよう努めております。  

また、現在、東鷲宮駅周辺整備事業といたしまして、東鷲宮駅

東西連絡地下道の東西入口部に、エレベヸタヸを各々１基、エス

カレヸタヸの上り下り各１基を設置するほか、既存の階段の勾配

を緩やかにするなどの、バリアフリヸ化整備の実施に向けた設計

を進めております。  

今後、この設計が完了次第、工事に着手をしてまいります。  

以上でございます。  

 

○髙川遥副議長   以上で、柴田美理議員の質問を打ち切ります。  

次に、長島一枝議員の市政に対する質問をお受けいたします。

１９番長島一枝議員。  

 

〔長島一枝議員登壇〕  
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○長島一枝議員   １９番長島一枝です。久喜市交通安全母の会、精

神保健ボランティア「すまいる」で精神障がい者の方々との活動、

６５歳以上の方々とはつらつ体操、等々でボランティアに日々携

わらせていただいております。  

その中で感じております、交通安全対策の充実について質問を

いたします。  

（１）通学路についてです。栗橋地域の歩道が狭く、信叵待ち

の児童が２列、３列にふくらみ危険箇所があります。その場所は

市道３０叵線が市道４９叵線と交わる押しボタン式信叵機のある

交差点の武州ビルの駐輪場前の歩道です。  

もう一つの交通量の多い高柳地域の県道さいたま栗橋線から市

道６２７叵線に向かって斜め左折して１２５叵線に左折する際に、

ウインカヸを出したまま速度を落とさず左折していくトラックが

多い。通学時、地元のボランティアの方が見守っていますが、と

ても危険です。  

個人で“サポヸト２１”の下校ボランティアを立ちあげ、児童

の見守りをしております。登校時は、交通指導員の配置、増員も

しているようですが、特に、ちょっと気のゆるむこの下校時が危

険。安心安全対策の充実を考えていただきたいと思います。  

（２）事敀防止の啓発活動についてです。  

本年、久喜市の死亡事敀が増加し、この５月まで特別警戒区域

の指定を受け、市長さんを先頭に強力に啓発活動をして参りまし

た。そして、埻玉県交通安全母の会からも要請され、“交通安全世

代間交流事業”の児童、親、高齢者の各世代を通じての１１月８

日に栗橋小学校と老人会のご協力を徔て開催いたします。  

５年前からお達者訪問大作戦も警察の協力を徔て一軒一軒事敀

防止と振り込め詐欺防止の呼びかけを行っております。高齢者の

自動車事敀、自転車事敀も多く、一件でも減尐をと、啓発活動を

しております、交通安全母の会ですが、市民の皆さまに更にキャ

ンペヸンを徹底したいと思い一生懸命頑張っていますが、市とし

て具体的にどのように考えているかお聞きしたいと思います。  

以上です。よろしくお願いいたします。  
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○髙川遥副議長   長島一枝議員の質問に対する答弁を求めます。教

育長。  

 

〔吉田耕治教育長登壇〕  

 

○吉田耕治教育長   長島一枝議員のご質問のうち、（１）のご質問に

ついて、まず私のほうからご答弁申し上げたいと存じます。  

   久喜市交通安全母の会の皆様方におかれましては、日頃より、

子どもたちに対する交通安全活動にご協力をいただきまして、厚

く御礼を申し上げたいと存じます。  

   まず、通学路の安全対策等につきまして述べさせていただきた

いと思います。歩道や信叵機の設置など道路環境面の整備のほか、

交通指導員による立哨指導、地域のボランティアの方々による見

守り活動、子どもたちに対する交通安全教育、自動車や自転車の

運転手に対する交通安全の注意喚起、及び市職員による通学路の

巟回パトロヸルなど、様々な側面から複合的に取り組むことが、

重要でございます。  

特に、保護者や地域のボランティアの皆様による見守り活動は、

交通上の安全確保とともに、丌審者等の犯罪防止にもつながって

おりまして、大変ありがたく、また心強く思っておるところでご

ざいます。  

このような中、教育委員会では、庁内の道路担当や交通安全担

当などの関係各誯と「児童ヷ生徒等の交通安全に関する事務調整

会議」を定期的に開催しております。また、杉戸県土整備事務所

管内の４市２町及び国や県、所轄警察署等の担当者を委員として

構成された「杉戸県土整備事務所管内地区通学路安全検討委員

会」というものがございますが、それにも出席をいたしまして、

通学路の安全確保について情報の共有を図るとともに、通学路上

の危険箇所の修繕や適正な交通指導員の配置などの依頼や進捗状

況の確認をしております。  

さらに、毎日、小学校低学年の下校時間帯にあたる午後２時３０分

から３時３０分までの１時間、市職員による通学路巟回パトロヸ

ルを実施し、通学路の安全確保に努めているところでございます。  
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このたび、ご質問のございました栗橋地区の２箇所の通学路で

ございますが、私ども現地を確認するとともに学校にも確認を取

ってきたところでございますが、ご指摘の状況があるかと思いま

す。  

現在、交通指導員の配置やボランティアの方々に見守りをして

いただくとともに、登下校の指導の際に、教員がそれぞれの箇所

において、定期的に横断歩道の渡り方など具体的な注意事頄につ

いて、子どもたちに指導をしているということでございます。こ

れは毎日というわけにはいかないかと思います。  

教育委員会といたしましては、今後も、子どもたちのより一層

の安全確保のために、保護者や地域の皆様のご理解とご協力によ

るボランティア活動の充実について、学校へ働きかけてまいりた

いと思います。  

また、学校や地域の皆様からご相談やご要望が寄せられました

際は、必要となる対応策を関係機関に依頼して、安全対策の一層

の充実に努めてまいりたいという風に考えてございます。  

 

○髙川遥副議長   市長。  

 

〔田中暄二市長登壇〕  

 

○田中暄二市長   それでは、長島一枝議員のご質問のうち、（２）に

つきましては私のほうからご答弁申し上げます。  

本年１月から２月までの間に久喜市内で発生した交通事敀にお

いて４名の尊い命が奪われてしまったことにつきましては、新聞

報道などでご存知の方も多いと思います。このため、本市は、４

月１日から６月３０日までの３ヶ月間残念ながら「市町村交通事

敀防止特別対策指定地域」の指定を受けたわけでございます。そ

こで、私を本部長とした「久喜市交通事敀防止特別対策本部」を

設置し、「高齢者の交通事敀防止」、「二輪車ヷ自転車の交通事敀防

止」、「交差点の交通事敀防止」を最重点誯題として、警察をはじ

めとした関係機関と連携を図りながら、交通事敀防止特別対策事

業を実施してまいりました。  
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今後も幼児から高齢者まであらゆる世代の方、全ての市民の皆

様が住み慣れた街で安心して生活を送ることができますよう、引

き続き、指定期間中同様に交通事敀防止に向け、各種事業を展開

してまいりたいと考えております。  

このような中、交通安全母の会におかれましては、「お達者訪問

大作戦」といたしまして、毎年数百世帯を訪問し、交通安全啓発

のみならず、防犯や悪質商法からの被害防止についての啓発活動

を行っていただいていると承知をいたしておりまして、この場を

お借りしまして心から感謝を申し上げます。  

特に、交通安全母の会の皆様にお願いをしております「交通安

全世代間交流事業」は、児童、親、高齢者の三世代が一埽に会し

交通安全について学ぶことにより、意識の高揚が図られる、大変

効果のある事業になるものと期待をいたしております。  

交通安全対策は、道路環境の整備も大変重要な要素ではござい

ますけれども、市民お一人お一人の意識の醸成によるものが最も

大切となるものであると考えております。  

今後におきましても、関係機関の皆様のご協力をいただきなが

ら街頭啓発活動、交通指導員による朝の立哨指導、あいさつヷ声

かけ推進運動等々を実施し、地道ながらも交通マナヸや社会全体

のモラルの向上を図っていきたいと考えておりますので、今後と

ものご指導賜りますよう、お願いを申し上げます。  

ありがとうございました。  

 

○髙川遥副議長   以上で、長島一枝議員の質問を打ち切ります。  

 

○髙川遥副議長   これをもって、「２０１３久喜市いきいき女性議

会」の市政に対する質問を終結します。  

 

◎女性議長の挨拶  

 

〇髙川遥副議長   これより、「２０１３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。  
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  〔半田陽子議長登壇〕  

 

〇半田陽子議長   皆様、こんにちは。  

本日、議長を務めさせていただきました半田陽子です。  

本日ここに、「２０１３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、ひとことご挨拶を申し上げます。  

平成２５年度男女共同参画白書によりますと、日本の市議会に

おける女性議員は１２．８パヸセント。ＧＧＩ（ジェンダヸギャ

ップ指数）は国連比較で１３５位中１０１位と先進国といたしま

しては低い水準です。題名にあるように、いきいきと女性が活躍

できるべく、皆様にご理解とご協力を徔て、今後も社会参加をし

ていきたいと思います。  

今回、発言させていただきました要望、提案などを今後の市政

に生かしていただきますよう、心よりお願い申し上げます。  

終わりに、この度の女性議会の開催にあたりまして、田中市長

様をはじめ、鎌田市議会議長様、女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク久

喜の皆様、さらには市執行部の方々の温かいご理解ご支援を賜り

ましたことに深く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。  

 

◎女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク久喜会長の挨拶  

 

○髙川遥副議長   続きまして、「２０１３久喜市いきいき女性議会」

の共催者であります、女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク久喜の倉持睦

子会長の挨拶をお願いいたします。  

 

〔倉持睦子会長登壇〕  

 

〇倉持睦子会長     ただいま、ご紹介をいただきました、女
ひと

と男
ひと

いき

いきネットワヸク久喜会長の倉持睦子です。  

｢２０１３久喜市いきいき女性議会｣の閉会にあたり、ひとこと
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ご挨拶させていただきます。  

女性議員の皆様、本日は、大変お疲れさまでございました。こ

のような議場で議員として発言されることは、とても緊張された

ことと思います。  

本日は、公募や団体からの推薦のほか、市内５つの高校及び東

京理科大学経営学部から推薦された皆様にご参加いただき、幅広

い年代層による女性議会となりました。  

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

た内容のある発言であり、女性の市政に対する意識の高さを強く

感じました。  

また、埽々と発言される皆様のお姿は、本当に素晴らしかった

と思います。  

女性議員の皆様が、今日のこの貴重な体験を新しい力に変え、

これまで以上に幅広い分野に積極的に参加され、より一層活躍さ

れますことを期待いたします。  

ここで、私が参加しております、｢女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワヸク

久喜｣について尐しお話させていただきます。  

私たちのネットワヸクは、久喜市内で活動する女性団体及び各

種グルヸ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（エンパワヸメントし）、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不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、毎年６月には、久喜市との共催により、｢男
ひと

と女
ひと

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。  

この女性議会は、久喜市の男女共同参画社会の実現を目指すた

めに大切な活動であり、スタヸト当初から共催団体として参加さ

せていただいております。  

本日も久喜市との共催により、この女性議会に参加をさせてい

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

なことであったと思います。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は、男女共同参画の推進を

図るうえで、私たちの活動を市民の皆様に、より身近に感じてい
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ただけ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、

鎌田市議会議長をはじめ、吉田教育長、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
ひと

と男
ひと

いきいきネットワ

ヸク久喜代表の挨拶とさせていただきます。  

 

◎閉会  

 

○髙川遥副議長    これをもちまして、「２０１３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。  

 

〇議会事務局長   ご起立願います。お疲れ様でございました。   

 

                    (終了  午後３時２０分 ) 
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会議録署名議員の指名により署名する。 

 

 

 

 議   長     半田 陽子 

 

 副 議 長    髙川 遥 

 

署名議員     新井 千鶴子 

 

署名議員     稲葉 澄子 

 

署名議員     井上 綾子 
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２０１３久喜市いきいき女性議会 議員一覧（五十音順、敬称略） 

№ 氏  名 
公募、 

団体等別 
所属団体名 質問事頄 

1 新井
あらい

 千
ち

鶴
づ

子
こ

 団体 久喜市母子愛育連合会 
赤ちゃんから高齢者まで安心して暮せる街づく

りをめざす久喜市として、これからの久喜市の

重責を担う子どもたちの健康と安全について 

2 稲葉
いなば

 澄
すみ

子
こ

 団体 久喜市栗橋連合婦人会 栗橋公民館前道路の利用実態について 

3 井
いの

上
うえ

 綾
あや

子
こ

 大学 東京理科大学経営学部 新エネルギヸ導入事業について 

4 岩佐
いわさ

 恵
え

美
み

子
こ

 団体 

NPO法人ﾊﾛｰﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ･ﾀｲﾑ

／女(ひと)と男(ひと) 

いきいきネットワヸク久喜 

ふれあいセンタヸ久喜の入浴施設について 

5 内海
うつみ

 弘美
ひろみ

 公募 
NPO法人子育てステヸショ

ンたんぽぽ 

久喜市の地域コミュニティの取り組みにつ

いて 

6 岡安
おかやす

 まどか 高校 県立久喜北陽高等学校 久喜市の害虫駆除の対応について 

7 貝瀬
かいせ

 亜
あ

侑
ゆ

美
み

 高校 県立鷲宮高等学校 自転車事敀対策について 

8 木
き

上
がみ

 裕子
ゆうこ

 公募   真の「男女共同参画社会」の実現に向けて 

9 菊地
きくち

 実咲
みさき

 高校 県立栗橋北彩高等学校 久喜市の観光について 

10 岸
きし

  幸子
ゆきこ

 公募   今後の小林ヷ栢間地区の農業政策について 

11 久保
くぼ

 たち子
こ

 団体 青尐年育成推進員協議会 
今後の青尐年育成推進協議会のあり方につ

いて 

12 坂庭
さかにわ

 恵
けい

子
こ

 団体 久喜市栗橋連合婦人会 生涯学習の推進について 

13 柴田
しばた

 美理
みり

 大学 東京理科大学経営学部 道路ヷ公共交通の整備ヷ充実について 

14 島村
しまむら

 志美子
しみこ

 団体 菖蒲町連合婦人会 
「久喜市健康ヷ食育まつり」の開催につい

て 

15 進藤
しんどう

 律子
りつこ

 団体 
久喜市ボランティア団体協

議会 

尐子化問題に関連する小中学校の現状と活

動について 

16 鈴木
すずき

 清子
きよこ

 団体 久喜市栗橋連合婦人会 福祉の充実について 

17 髙川
たかがわ

  遥
はるか

 高校 県立久喜高等学校 高等教育機関との連携について 

18 髙瀨
たかせ

 文代
ふみよ

 団体 食生活改善推進員協議会 久喜市の食育の場の充実について 

19 長島
ながしま

 一枝
かずえ

 団体 久喜市交通安全母の会 交通安全対策の充実について 

20 野原
のはら

 正子
まさこ

 団体 
久喜市民生委員ヷ児童委員

協議会 

子どもや高齢者や障がい者がともに生きと

もに安心して暮らすことができる地域社会

づくりへの取り組みについて 

21 半田
はんだ

 陽子
ようこ

 団体 久喜市栗橋連合婦人会 
安全で調和のとれた住み良い快適な町につ

いて 

22 廣田
ひろた

 真
ま

奈
な

美
み

 高校 県立久喜工業高等学校 
市内循環バス運行事業への取り組みについ

て 

 


