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応召・不応召議員 

 

応召議員 １４名 

 

１番 網野
あみの

 光
ひかる

   議員 

 

３番 石 塚
いしづか

 美有紀
み ゆ き

  議員 

 

４番 小川
おがわ

 フミ子
こ

  議員 

 

５番 奥野
おくの

 桂子
けいこ

   議員 

 

６番 金 澤
かなざわ

 舞
まい

   議員 

 

７番 久保
く ぼ

 たち子
こ

  議員 

 

８番 桜 井
さくらい

 直美
なおみ

   議員 

 

９番 佐藤
さとう

 瑞紀
みずき

   議員 

 

１０番 白 石
しらいし

 榮子
えいこ

    議員 

 

１１番 関
せき

 直子
なおこ

    議員 

 

１２番 田村
たむら

 晶子
あきこ

      議員 

 

１３番 長 島
ながしま

 一枝
かずえ

   議員 

 

１４番 永野
ながの

 佐江子
さ え こ

    議員 

 

１５番 森木
もりき

 真奈
ま な

    議員 

 

不応召議員  １名 

 

２番 飯 山
いいやま

 彩
さやか

   議員 
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２０１５久喜市いきいき女性議会 

平成２７年１０月２７日（火曜日） 

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  奥野
おくの

 桂子
けいこ

     議員 

     ２番  久保
く ぼ

 たち子
こ

      議員 

     ３番  田村
たむら

 晶子
あきこ

      議員 

     ４番  佐藤
さとう

 瑞紀
みずき

      議員 

     ５番  森木
もりき

 真奈
ま な

       議員 

○ 休 憩 

○ 再 開 

○ 市政に対する質問 

６番  金 澤
かなざわ

 舞
まい

      議員 

７番  関
せき

 直子
なおこ

        議員 

８番  永野
ながの

 佐江子
さ え こ

      議員 

９番  白 石
しらいし

 榮子
えいこ

      議員 

１０番 石 塚
いしづか

 美有紀
み ゆ き

      議員 

○ 休 憩 

○ 再 開 

○ 市政に対する質問 

１１番 長 島
ながしま

 一枝
かずえ

      議員 

１２番 網野
あみの

 光
ひかる

     議員 

１３番 小川
おがわ

 フミ子
こ

     議員 

１４番 桜 井
さくらい

 直美
なおみ

      議員 

 

６．女性議長挨拶 

 

７．女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜会長挨拶 

 

８．閉 会 
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○ 出席議員（１４名） 

 

１番 網野
あみの

 光
ひかる

   議員 

 

３番 石 塚
いしづか

 美有紀
み ゆ き

  議員 

 

４番 小川
おがわ

 フミ子
こ

  議員 

 

５番 奥野
おくの

 桂子
けいこ

   議員 

 

６番 金 澤
かなざわ

 舞
まい

   議員 

 

７番 久保
く ぼ

 たち子
こ

  議員 

 

８番 桜 井
さくらい

 直美
なおみ

   議員 

 

９番 佐藤
さとう

 瑞紀
みずき

   議員 

 

１０番 白 石
しらいし

 榮子
えいこ

    議員 

 

１１番 関
せき

 直子
なおこ

    議員 

 

１２番 田村
たむら

 晶子
あきこ

      議員 

 

１３番 長 島
ながしま

 一枝
かずえ

   議員 

 

１４番 永野
ながの

 佐江子
さ え こ

    議員 

 

１５番 森木
もりき

 真奈
ま な

    議員 

 

 

○ 欠席議員（１名） 

 

２番 飯 山
いいやま

 彩
さやか

   議員 
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○ 市側の出席者 職・氏名 

 

市長      田中
たなか

 暄二
けんじ

   

 

副市長     飛髙
ひだか

 守
まもる

   

 

教育長     柿 沼
かきぬま

 光夫
みつお

  

 

総務部長    保坂
ほさか

 弘
ひろし

   

 

財政部長    増田
ますだ

 議一
ぎいち

  

 

市民部長    山 村
やまむら

 敏 幸
としゆき

   

 

環境経済部長  酒 巻
さかまき

 康至
やすし

  

 

福祉部長    田中
たなか

 利 和
としかず

   

 

健康増進部長  立 川
たちかわ

 里子
さとこ

  

 

建設部長    田上
たがみ

 久夫
ひさお

   

 

菖蒲総合支所長 岩 﨑
いわさき

 栄
さかえ

 

 

栗橋総合支所長 小 林
こばやし

 優也
まさや

   

  

鷲宮総合支所長 中 島
なかじま

 三男
みつお

  

 

会計管理者   小勝
こかつ

 邦夫
くにお

   

 

上下水道部長  齋 藤
さいとう

 正 弘
まさひろ

  

 

教育部長    関根
せきね

 武視
たけし

  

 

 

  



5 

 

○ 女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜の出席者 職・氏名 

 

会長      倉 持
くらもち

 睦子
むつこ

  

 

副会長     内海
うつみ

 弘美
ひろみ

   

 

副会長     関根
せきね

 寿美子
す み こ

 

 

 

○ 議会側の出席者 職・氏名 

 

議 員       

市議会議長  井 上
いのうえ

 忠 昭
ただあき

 

 

事務局職員 

 局   長  岡野
おかの

 晴 一
せいいち
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（開始 午前９時００分） 

◎開会セレモニー 

 

○司会 女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜 小林
こばやし

捷恵
か つ え

理事 

皆様、おはようございます。  

これより、２０１５久喜市いきいき女性議会の開会セレモニーを開催いたします。 

私は、このいきいき女性議会を久喜市と共催で開催いたします団体である、女と

男いきいきネットワーク久喜の理事、小林捷恵でございます。いきいき女性議会  

開会までの間、進行役を務めさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたし

ます。 

 

◎市長挨拶 

 

○司会 

 それでは、まず初めに、女性議会開会にあたりまして、主催者を代表いたしまし

て、田中暄二久喜市長から、ご挨拶をいただきたいと存じます。 

田中市長、よろしくお願いいたします。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

 

○田中暄二市長 

皆様、おはようございます。久喜市長の田中暄二でございます。 

本日、女性議員の皆様におかれましては、ご多忙の中、２０１５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、それぞれの立場で、多大なるご理解

とご協力をいただいておりますことにつき、厚くお礼申し上げます。 

いきいき女性議会の開会に先立ち、一言ご挨拶をさせていただきます。 

平成２２年３月の合併以来、私は、初代久喜市長として、いつまでも安心して    

暮らすことのできるまちづくりに努めてまいりました。合併して６年目となる今年、

首都圏中央連絡道路、いわゆる圏央道の白岡菖蒲インターチェンジから桶川北本  

インターチェンジの間、１０．８キロメートルがいよいよ今月末に開通となります。 

今回の区間開通により、圏央道は埼玉県内全線５８．４キロメートルが開通する

ひと 

ひと 

たなか けんじ 
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ことになります。湘南・鎌倉方面への車での移動時間が短縮され、新たな観光交流

の促進が図られるほか、東名高速、中央道、関越道、東北道が直結することで、      

物流の効率化による、企業の活性化、雇用や投資の増加が期待されております。 

圏央道は平成８年３月に、東京都の青梅インターチェンジから関越道を結ぶ  

鶴ヶ島ジャンクションの間１９．８キロメートルが、初めて開通しました。 

当時、私は、埼玉県議会議員として圏央道にかかわっており、久喜まで伸びるの

はいつのことになるのかと期待に胸をふくらませていたことを思い出します。あれ

から２０年近くが経った今、久喜市長として、圏央道の県内全線開通にかかわる  

ことができ、大変うれしく、感激をいたしております。 

安心して暮らすことのできるまちへと、久喜市がさらに進化を続けるためには、

こうした社会基盤の整備に加え、市民のみなさんが、心豊かに暮らせる環境の整備

が必要であります。その環境とは、男女共同参画社会であり、男性も女性も互いの

人権を尊重し合い、それぞれの個性を発揮して、自分らしくいきいきと暮らせる  

社会の実現が不可欠であると考えています。 

このいきいき女性議会は、男女共同参画社会づくりの一環として、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や要望、提案などをしていただ

くことを目的に開催するものでございます。 

本日お集まりの女性議員の皆様におかれましては、事前打合せに参加いただいた

ほか、市政について熱心に調査・研究をしていただき、９月定例市議会を傍聴して

いただいた方もおられたと伺っています。本日に至るまで様々な準備をされました

ことに対しましても、心から感謝を申し上げます。本日は、皆様からのご質問に  

対し、市の考え方や現状につき、ご答弁させていただきますので、よろしくお願い

申し上げます。 

また、このいきいき女性議会は、多くの方々のご協力をいただいて開催をいたし

ております。女性議員のみなさま、男女共同参画を推進する活動団体であります、

女と男いきいきネットワーク久喜のみなさま、ご後援をいただきました久喜市議会

のみなさま、それぞれが力をあわせ、協働により実施するものでございます。いつ

も私が申し上げていることで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

んでこそ、実現し得るものであると考えておりますことから、本日のこのいきいき

女性議会が、久喜市の男女共同参画の推進において大きな意義を持つものと確信を

いたしております。 

ひと  ひと 
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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存在として活躍され

ていらっしゃると伺っております。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、市の審議会や事業等に 

積極的に参画をいただき、男女共同参画社会の推進に今後ともお力添えください 

ますようお願いいたします。 

結びに、女性議員を推薦していただきました各団体及び各学校の皆様、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まして、２０１５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。ありがとうご

ざいました。 

 

○司会 

  ありがとうございました。 

 

◎市議会議長挨拶 

 

○司会 

続きまして、このいきいき女性議会にご後援をいただいております久喜市議会を

代表いたしまして、本日、ご臨席を賜りました、久喜市議会議長井上忠昭様より、

ご挨拶をいただきたいと存じます。 

 

〔井上忠昭議長登壇〕 

 

○井上忠昭議長 

おはようございます。ただ今ご紹介をいただきました、久喜市議会議長の井上   

忠昭と申します。 

皆様方におかれましては、日頃から久喜市議会に対しまして、ご理解とご支援を

賜り、心より御礼申し上げます。 

２０１５久喜市いきいき女性議会の開催にあたりまして、一言ご挨拶をさせて 

いただきたいと思います。 

久喜市いきいき女性議会は、男女共同参画社会づくりの一環として、女性の市政

参画への意識啓発を図るとともに、女性の視点からとらえた意見や要望、提案など

を市政に反映することを目的に開催されております。 

いのうえただあき 
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女性が、機会を捉えて、ご自分たちの意見を述べるということは、男女共同参画

の推進をする上で、たいへん重要であることから、久喜市議会では、後援というか

たちで女性議会を応援させていただいております。 

女性議員の皆さんの本日の質問の内容を拝見いたしますと、久喜市をさらによい

街にしよう、という気持ちにあふれており、本日の女性議会が貴重な機会になる  

ものと確信しております。 

ここで、市議会の役割について少し説明させていただきたいと存じます。 

議会は、市長が提案した議案の審議、採決や執行に対するチェック機能としての

役割の他、住民の代表として、皆様の声を聞き、提案する機能を持っております。

私ども久喜市議会といたしましても、市民の福祉向上のため、また、皆様の声を  

市政にお届けするために、引き続き努力してまいりますので、今後とも皆様方のご

支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

結びに、女性議員の皆様には、本日の経験をぜひ今後の活動に活かしていただき

ますようご期待申し上げますとともに、市議会についてさらに関心を持っていただ

ければ幸いでございます。皆様のご活躍をご祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会 

  ありがとうございました。 

 

◎女性議員の紹介 

 

○司会 

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

 

１番  網野
あみの

 光
ひかる

    議員 

 

２番  飯 山
いいやま

 彩
さやか

    議員 

本日は欠席の届けをいただいております。 

 

３番  石 塚
いしづか

 美有紀
み ゆ き

  議員 

 

４番  小川
おがわ

 フミ子
こ

  議員 
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５番  奥野
おくの

 桂子
けいこ

   議員 

 

６番  金 澤
かなざわ

 舞
まい

    議員 

 

７番  久保
く ぼ

 たち子
こ

  議員 

 

８番  桜 井
さくらい

 直美
なおみ

   議員 

 

９番  佐藤
さとう

 瑞紀
みずき

   議員 

 

１０番 白 石
しらいし

 榮子
えいこ

    議員 

 

１１番 関
せき

 直子
なおこ

    議員 

 

１２番 田村
たむら

 晶子
あきこ

     議員 

 

１３番 長 島
ながしま

 一枝
かずえ

   議員 

 

１４番 永野
ながの

 佐江子
さ え こ

   議員 

 

１５番 森木
もりき

 真奈
ま な

   議員 

 

以上、２０１５久喜市いきいき女性議会議員のみなさまをご紹介させていただきま

した。 

 

◎執行部等の紹介 

 

○司会 

続きまして、久喜市執行部関係者、女と男いきいきネットワーク久喜関係者及び

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井上忠昭様でございます。 

続きまして、本日のいきいき女性議会を久喜市と共催で開催するにあたりまして、

女と男いきいきネットワーク久喜から出席をしております、 

 

ひと  ひと 

ひと  ひと 
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女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜 

倉 持
くらもち

 睦子
むつこ

  会長でございます。 

内海
うつみ

 弘美
ひろみ

   副会長でございます。 

関根
せきね

 寿美子
す み こ

  副会長でございます。 

 

引き続き、市執行部に戻りまして、 

飛髙
ひだか

 守
まもる

   副市長でございます。 

柿 沼
かきぬま

 光夫
みつお

   教育長でございます。 

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。 

山 村
やまむら

 敏 幸
としゆき

  市民部長でございます。 

酒 巻
さかまき

 康至
やすし

   環境経済部長でございます。 

田中
たなか

 利 和
としかず

   福祉部長でございます。 

立 川
たちかわ

 里子
さとこ

   健康増進部長でございます。 

田上
たがみ

 久夫
ひさお

    建設部長でございます。 

岩 﨑
いわさき

 栄
さかえ

   菖蒲総合支所長でございます。 

小 林
こばやし

 優也
まさや

   栗橋総合支所長でございます。 

中 島
なかじま

 三男
みつお

   鷲宮総合支所長でございます。 

小勝
こかつ

 邦夫
くにお

     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。 

関根
せきね

 武視
たけし

    教育部長でございます。 

  



12 

 

以上が執行部側のみなさまでございます。 

次に、岡野
おかの

 晴 一
せいいち

 議会事務局長でございます。 

                  

◎正副議長の紹介 

 

○司会 

続きまして、２０１５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２２日に開催いたしました、第１回   

事前説明会におきまして、女性議員のみなさまの互選により、正副議長が既に選出

されておりますので、ご紹介させていただきます。 

いきいき女性議会議長に 網野光議員でございます。 

副議長に 森木真奈議員でございます。 

なお、午前は網野光議長に、午後は森木真奈副議長に、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、開会セレモニーを終了いたします。皆様、ご協力ありがとう

ございました。 

 それでは、これから、会議に入らせていただきますので、網野議長は、議長席に

お着き下さい。 

 

〔網野光議長、岡野晴一議会事務局長登壇〕 

〔小林捷恵理事 執行部側席に移動〕 

 

◎議長着席 

（開議 午前９時１８分） 
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◎開会の宣告 

 

○岡野晴一議会事務局長 

 ご起立下さい。おはようございます。 

ご着席ください。 

 

○網野光議長     

２番の飯山議員から欠席届が出ておりますので、ただいまの出席議員 1４名であ

ります。 

定足数に達しておりますので、これより、２０１５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  

 

○網野光議長      

これより直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程の報告 

 

○網野光議長 

本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配布したとおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

 

○網野光議長     

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。 

３番  石塚 美有紀議員、 

８番  桜井 直美議員、 

１５番 森木 真奈議員、 

以上３名であります。         
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◎会期の決定 

 

○網野光議長     

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。２０１５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。 

 

（ 異議なしの声あり ） 

 

○網野光議長     

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 

 

○網野光議長 

日程第５、市政に対する質問をお受けいたします。 

初めに、奥野桂子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ５番 奥野桂子議員。   

 

〔奥野桂子議員登壇〕 

 

○奥野桂子議員 

５番 奥野桂子です。 

質問をさせていただく前に、私が行っているボランティア活動についてお話をさ

せていただきたいと思います。 

私は鷲宮地区で、配食サービスボランティアグループで調理をしています。８月

は休みですが、毎週水曜日に社協の調理室で、１０人ほどで調理し、一人暮らしの

方へお弁当をお届けしています。お届けは配達の人が担当しています。調理をして

いる者は、利用してくださっている方のお声をお聞きすることはなかなかできませ

んが、配達をしている人から利用者の方のお声をお聞きすることがあります。以前

は、お弁当箱を返していただいていましたので、「お弁当箱を受け取った時に、    
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利用者の方が『おいしかったです。』と言ってくださいましたよ。」と教えていただ

いたことがありましたし、「お弁当をお渡しする時は笑顔で受け取っていますよ。」

とお聞きしています。私も利用されている方から直接、「先週のちらしずしはおい

しかった。」とか「煮物が柔らかくて食べやすかった」など、家庭的な手作りの味

を喜んでくださっているお声をお聞きし、とても嬉しく思っています。高齢になり

ますと、調理をすることがおっくうになったり、難しくなったりします。配食サー

ビスの活動はささやかな活動だと思いますが、私たちは家庭の味と健康を願う気持

ちとをお届けできたらと強く思っています。久喜地区には、献立を考え、調理し、

高齢者の方と一緒に食事をされているボランティアグループがいくつかあります。

これからますます高齢者が増えるかと思いますが、食べるという楽しみを通じて、

少しでもみんなが支えあう社会、地域となることを願っています。 

それでは、久喜市の高齢者福祉の現状と、これからの取り組みについて質問させ

ていただきます。 

全国的に高齢者社会となっておりますが、久喜市も高齢者が増えていることと思

います。 

 高齢者の方の生活支援について伺います。 

（１）要介護、介護支援を受けている方の現状について伺います。介護認定を受け

ている方の人数は何人ですか。そのうち、施設利用者数、デイサービス利用

者数はどのようになっていますか。また、介護認定を受けていない方で、  

在宅で支援を受けている方は何人いらっしゃいますか。 

（２）各地区で、いきいきデイサービスがスタートしましたが、様子をお尋ねした

いと思います。 

（３）広報くきの７月号には、「要援護者見守り支援」の取り組みが掲載されてい

ましたが、高齢者や一人暮らしの方へのサービスや支援など、他に予定して

いることはありますか。 

以上です。 

 

○網野光議長 

  奥野桂子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 
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○田中暄二市長 

奥野桂子議員のご質問に対して私から順次ご答弁申し上げます。 

 はじめに（１）のご質問でございます。 

 平成２７年４月１日現在、久喜市の６５歳以上の高齢者人口は４０,０９６人で

ございます。このうち、要介護認定を受けている方の人数は４,１２４人、要支援

認定を受けている方の人数は１,１６６人、合計で５,２９０人でございます。 

 要介護認定を受けている方のうち、施設を利用されている方の人数でございます

が、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設の３種類の介護保険

施設を平成２７年４月の１か月間に利用された方の実人数は、９６３人でござい 

ます。 

 要介護及び要支援認定を受けている方のうち、介護保険のデイサービスを利用さ

れている方の人数でございますが、同様に平成２７年４月の１か月間に利用された

方の実人数は、１，５５３人でございます。 

 要介護及び要支援認定を受けていない方で、在宅で支援を受けている方の人数で

ございますが、本市で実施している事業といたしましては、「生活援助サービス」

や「偕楽荘ショートステイ事業」がございまして、これらの平成２６年度の実利用

者数は２６人でございます。また、認定を受けているか否かにかかわらず、支援を

必要としている方を対象とした事業といたしまして、「緊急時通報システム」や 

「配食サービス」がございます。これらの平成２６年度末の利用登録者数は、各  

サービス合計で１，１７１人でございます。なお、この人数につきましては、認定

を受けている方も含まれているところでございます。 

 次に、（２）でございます。 

 「いきいきデイサービス」事業は、高齢者の方が、地域で健やかに、いきいきと

暮らせるよう、健康づくりや仲間づくりの場として、週１回実施しているもので 

ございます。現在、全ての小学校区に各１か所、計２３会場で実施しておりまして、

平成２６年度の延べ参加者数は１２，４８８人、前年度と比較しまして１，２５７

人の増となっております。 

実施内容でございますが、各会場とも、午前中は健康チェックと体操を行って 

います。昼食につきましては、各会場で用意した給食を召し上がっていただいて 

います。午後は、音楽・映画鑑賞・運動・踊り・ゲーム・料理・趣味等の多彩な    

活動や、健康等に関する講話などを行っております。 
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毎年実施しているアンケートの内容を見ますと、「ひとり暮らしで寂しかったが、

今は日々楽しく過ごしています。」「皆さんとおしゃべりが出来てうれしい。」「友達

も大勢できて楽しいです。」「皆さんの生き方が参考になり励まされる。」などの  

ご感想をいただいておる状況でございまして、一人暮らしや閉じこもりがちの高齢

者にとっての地域における拠り所、交流の場づくりができているものと考えており

ます。 

 次に、（３）でございます。 

 「要援護者見守り支援」以外の、高齢者や一人暮らしの方へのサービスや支援  

などの予定ということでございますが、現在既にさまざまなサービスを展開いたし

ております。 

主なものを申し上げますと、掃除・買い物等の日常生活における活動が行いにく

くなっている方へ、ヘルパーを派遣する「生活援助サービス事業」のほか、具合が

悪くなった時などの緊急時にはボタンを押すだけでコールセンターにつながり、 

救急車の要請などができる「緊急時通報システム」や、調理が困難な方にお昼のお

弁当を届けながら安否確認等を行う「配食サービス」を実施しております。 

寝たきりやこれに準ずる状態の方には、寝具の乾燥消毒や水洗いを行う「寝具 

乾燥消毒等サービス」、理容組合の理容師が自宅を訪問して調髪等を行う「訪問  

理容サービス」を実施してございます。 

また、所得が少ない方には、火災予防等の観点から電磁調理器や火災警報器、  

自動消火器の購入費を助成する「日常生活用具購入費助成事業」や、あんしんサポ

ートねっとの利用料を助成する事業を実施しています。 

 このほか、地域において高齢者を支援する場といたしまして、「いきいきデイ  

サービス」のほか、地域住民の方で運営するサロン活動を補助する「高齢者ふれ  

あい元気サロン補助事業」を実施しております。 

高齢者の福祉センターといたしまして、菖蒲老人福祉センター、鷲宮福祉センタ

ーを開設いたしておりまして、また、天然温泉を利用できる高齢者福祉センター 

「いきいき温泉久喜」事業を実施しているところでございます。 

 今後につきましては、認知症などにより意思を示せなくなった高齢者の方の権利

を保護する体制を整えるため、市民後見人養成講座を久喜市社会福祉協議会に委託

いたしまして平成２８年度に実施する予定でございます。 

 高齢者の方、あるいは一人暮らしの方につきましては、これらの事業やサービス

をご利用いただき、安心で、いきいきとした地域での生活を送っていただきたいと
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考えております。 

以上です。 

 

○網野光議長 

以上で、奥野桂子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。 

  ７番 久保たち子議員。 

 

〔久保たち子議員登壇〕 

 

○久保たち子議員 

７番 久保たち子です。私からは青少年育成推進協議会の統合についての質問を

させていただきます。 

青少年育成推進協議会では、合併してから５年が経ちましたけれども、各地域で

地域に合った活動をされています。そして、これから４地域が統合して活動してい

けたら、もっとよい活動をしていけるのではないかなと思いまして質問させていた

だきます。 

私たち鷲宮地区の協議会は、毎月第３金曜日の夕方に、地区管内の警察の方と一

緒に、地域のパトロールをさせていただいております。それに、年に１度ではござ

いますけれども、青少年育成大会を実施いたしております。ここでは「少年の主張

作文」と「家庭の日ポスター」についての表彰を行っております。 

ここで改めて質問させていただきます。４地域が統合し市内全体での活動ができ

れば、なお一層の成果があげられる活動ができるのではと思われます。４地区が 

少しでも歩み寄り連絡協議会のようなものをつくるのは難しいことなのでしょう

か。 

２０１３久喜市いきいき女性議会において、私は「久喜市における青少年育成 

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」、「各地域での統一した 

活動の考え方や取り組みについて」「連絡協議会の設置について」の３つの質問を

させていただきました。おかげさまで、青少年育成推進協議会の統合に向けての 

４地域合同の会議を、昨年度２回ほど実施いたしました。お願いするだけでなく、

御礼を申し上げたく思い、ここに立たせていただきました。本当にありがとうござ

います。 
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そこで次のことを質問させていただきます。 

（１）青少年育成推進協議会の今後の展望について、また統合に向けての会議の

次回開催予定と併せて質問させていただきます。 

質問は以上です。 

 

○網野光議長 

  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。 

 現在、久喜市内において、青少年の健全育成を目的として活動している団体は、

「青少年育成久喜市民会議」、「菖蒲地区青少年育成市民会議」、「青少年育成久喜  

栗橋市民会議」、「鷲宮地区青少年育成推進員協議会」の４団体がございます。これ

ら４団体の統合に向けての会議を、平成２６年１０月と平成２７年３月に、４団体

の会長さんにお集まりいただき開催いたしましたところ、「統合に向けた話し合いを

行うための組織」を新たに設置し、その中で協議を進めていくことを確認したとこ

ろでございます。また、会議では、新たな組織の名称も提案され、「青少年育成推進

協議会」をはじめ、いくつかの候補が挙がり、次回以降の会議で協議、決定すると

したところでございます。 

 ご質問にございました、今後の展望についてでございますが、統合の対象となる

４団体は、活動目的は一致しているものの、現時点におきましては、各団体の会員

数、組織構成、事業予算、活動内容等に違いがあるなど、統合までにクリアしなけ

ればならない課題がございます。このため、まずは、協議の場としての組織を設置

したうえで、各団体の実情に配慮しながら、団体の統合に向けた調整を図ってまい

ります。具体的には、各団体間において、類似する事業の共同開催や各団体が実施

する独自事業に他の団体が参加するなど、団体間の交流を深めていただくことによ

り、青少年の健全な育成を目的とする事業がさらに推進されますよう、統合に向け

た調整をしていただきたいと考えているところでございます。 

 また、次回の会議につきましては、本年１１月上旬を予定いたしており、協議の
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場としての組織の名称や会則、組織の運営などをご協議いただくことを予定いたし

ております。 

 地域や社会全体で青少年の健全育成を支える活動は重要でございます。市といた

しましては、継続した活動が行えますよう、今後も青少年健全育成団体の活動を  

支援してまいりたいと考えております。 

 

○網野光議長 

以上で、久保たち子議員の質問を打ち切ります。 

次に、田村晶子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１２番 田村晶子議員。 

 

〔田村晶子議員登壇〕 

 

○田村晶子議員 

１２番 田村晶子です。 

久喜オリーブの会、女と男いきいきネットワーク久喜にて、女性の人権や平和を

テーマにした学習会を開催いたしております。「女性の権利拡大」そして「心の  

風」と題しての講演を開催いたしました。また、映画「ホテル・ルワンダ」、    

「見えない雲」の観賞会を開きました。「ホテル・ルワンダ」では、日常の生活が

いつの間にか命の危険にさらされる恐怖を感じ、「見えない雲」では、これは   

フィクションではありますが、原発事故により逃げ惑う人々や髪の毛が抜けおちる

恋人たちの絶望に満ちた目に言い知れぬ恐ろしさを感じました。「ホテル・    

ルワンダ」の観賞会から発展して、ルワンダから命からがら逃げのびた実在の人、   

マリー・ルイズさんの講演「あなたは本当の戦争を知っていますか」を催す運びと

なりました。そしてまた、特攻機・零戦に乗っていた、私のおじの体験談に耳を  

傾けました。戦争体験者の年齢があがっていく中、貴重な時間でございました。 

現在私はケアホーム・タイムわかばで世話人として働いております。障がいを  

お持ちの方々と共に泣いたり笑ったり悩んだりの日々を過ごしております。充実 

した人生を過ごすことができるよう願っております。 

私は、このような活動や働くことを通して、東京理科大学久喜キャンパス跡地の

利用・活用を考えてみました。東京理科大学久喜キャンパスの周辺には、久喜特別

支援学校や老人ホームなど安全性を第一に求められる施設があります。市民の  

ひと  ひと 
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要望・意見をしっかりと受けとめる必要があります。 

この度、平成２７年６月６日付けの埼玉新聞によりますと、東京理科大学久喜  

キャンパスは久喜市より全面撤退し、土地の６割を物流企業に売却し、残りの４割

と校舎などの建物の大半を久喜市に無償で譲渡するとのことです。久喜市からすれ

ば、教育用地として開発したものの、設立２０年足らずで撤退となったことは  

理不尽であったかと思います。久喜市議会は存続を求める決議をし、市長も今後の

取り組みについて答弁をされております。その後、東京理科大学が土地と建物の 

一部を市に無償譲渡し、教育行政の推進を目的に１億円を久喜市に寄附する覚書を

締結するなど変化があったようです。跡地利用については安易に決定すべきでは 

なく、久喜市都市計画マスタープランに沿って進め、久喜市総合振興計画の将来像

「豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市～人と愛 水と緑 市民主役のまち

～」の具現化を期待いたします。 

そこで東京理科大跡地の利用について質問します。 

（１）土地の４割と建物を市に譲渡するとの新聞報道ですが、その利用計画は  

どうなっておりますか。 

（２）市民が参加し、地域コミュニティ豊かなまち（久喜市総合振興計画大綱、

施策）とありますが、東京理科大学跡地利用について、市民の要望、意見

はどのように取り上げていただけますか。 

（３）残りの土地６割と体育館を市で購入することは可能でしょうか。 

 

○網野光議長 

  田村晶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 

田村晶子議員のご質問に対してご答弁を申し上げます。 

はじめに、各質問項目にご答弁させていただく前に、東京理科大学経営学部の  

久喜キャンパスからの全面移転の経緯についてご説明をさせていただきます。 

東京理科大学経営学部の移転につきましては、平成２３年７月に久喜キャンパス

から神楽坂キャンパスに全面移転をしたいとの申し入れがあったことが発端で 
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ございます。この申し入れに対しまして久喜市といたしましては、東京理科大学の

誘致の経緯等から全面移転は絶対反対であり、移転方針の再考を求めるとともに、

仮に移転するのであれば、１、２年生を久喜キャンパスに残すことを要望いたして

まいりました。 

しかしながら、平成２４年６月１３日の東京理科大学の理事会において、「平成

２８年４月から２年生以上を神楽坂キャンパスに移転をし、１年生のみを久喜キャ

ンパスに残す。」ということが正式決定され、市は、この決定を断腸の思いで受け

入れたところでございます。 

そうした中、平成２６年４月には、再度、全面移転の申し入れがありました。 

久喜市及び市議会では、この申し入れに対し、「全面移転の方針の白紙撤回及び

平成２４年６月１３日の１年生を久喜キャンパスに残すという理事会決定の履行」

について、強く要望いたしてまいりました。 

しかしながら、平成２６年７月９日の東京理科大学理事会において、平成２８年

４月から経営学部を久喜キャンパスから神楽坂キャンパスへ全面移転することが

正式決定されたところでございます。 

市といたしましては、１年生を久喜キャンパスに残すという理事会決定の履行と

ともに、仮に全面移転する場合は、理科大の研究機関としての活用や他大学等への

譲渡など、引き続き教育の用に供することを強く求めてまいりました。 

そのような中、平成２７年５月８日に、東京理科大学から久喜キャンパスの跡地

の約６割部分に物流施設を設置することを前提に、残りの約４割部分並びに校舎及

び特別教室棟を市へ無償譲渡するという、提案がございました。 

市といたしましては、無償譲渡を受ける建物を公共施設としての活用を前提に 

考えることにより、この地域に市民の皆様が集えるような施設として利用でき得る

のではないか、また、そのような方向性を示すことにより、市民の皆様にご理解い

ただけるのではないかと判断をいたしまして、この提案を受け入れ可能な提案と 

して検討してきたところでございます。 

そして、この度、この提案の市への無償譲渡の方針を確かなものとするため、   

久喜市と東京理科大学との間で「東京理科大学経営学部久喜キャンパス移転後の 

跡地に係る覚書」を締結したところでございます。 

さらに、東京理科大学から市の教育行政の推進に資することを目的に、久喜市 

に対して１億円を寄附することについて提案があり、このことにつきましても、 

併せて「寄附に関する覚書」を締結したところでございます。 
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以上、これまでの経緯についてご説明をさせていただきました。それでは、   

ご質問に順次ご答弁申し上げます。 

はじめに、（１）であります。 

東京理科大学から無償譲渡を受ける土地及び建物につきましては、現時点で、  

具体的な利用計画は決定しておりませんが、公共施設を中心とした活用を考えて 

おります。 

次に、（２）です。 

只今申し上げましたように、現時点では、具体的な利用計画は決定しておりま 

せんが、無償譲渡される建物は大きな施設でありますことから、様々な活用方法が

あるものと考えております。そのようなことから、今後、無償譲渡を受けました  

ならば、市民の皆様のご意見等もお聴きしながら、施設の有効活用について、検討

してまいりたいと考えています。  

次に、（３）です。 

この度締結した覚書は、跡地の約６割部分について、市の土地利用構想を住居系

から産業系へ変更することを条件に、残りの約４割部分の土地と建物の一部を市へ

無償で譲渡するというものであり、約６割部分についての売却等の処分方法につい

ては、東京理科大学において検討しているところでございます。 

ご質問の約６割部分の土地や建物を市が購入することについては、相当の財政 

負担が見込まれるところでもあり、さらに、それらの具体的な活用方法も現時点で

は考えられないため、市が購入することは難しい状況であると考えております。 

 

○網野光議長 

以上で、田村晶子議員の質問を打ち切ります。 

次に、佐藤瑞紀議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  ９番 佐藤瑞紀議員。 

 

〔佐藤瑞紀議員登壇〕 

 

○佐藤瑞紀議員 

９番佐藤瑞紀です。道路・公共交通の整備・充実について質問します。 

質問させていただく前に、私が在校する栗橋北彩高校について少しお話させて 

いただきます。 
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本校は栗橋高校と北川辺高校が統合し、平成２２年４月に開校した、単位制普通

科高校です。自分の進路希望に合わせて２年次より４つのプランを選択することが

できます。私は大学進学を目指してプログレスプランを選択し、１回１回の授業に

集中して日々勉強に励んでいます。この他にも、基礎から自分を磨きあげるステッ

プアッププラン、情報や商業の資格の習得を目指すビジネスプラン、保育・衣食を

学び生活をデザインするホームエコノミクスプランがあります。 

部活動では、運動部をはじめとして文化部あわせて計２３個あり、多くの生徒が

加入し目標に向かって日々活動を行っています。最近では文化祭において、放送部

いろどりらじお、演劇部の公演、書道パフォーマンス、情報ビジネス同好会がプロ

ジェクションマッピングなどを披露しました。 

また、生徒会では学校行事の企画運営、学校説明会での中学生へのサポートや、

赤い羽根募金をはじめとする様々な募金を行っています。私も生徒会役員として、

栗橋北彩高校が全校生徒にとって、そして地域の人にとってより良いものになる 

よう努力しています。 

それでは、久喜市の道路・公共交通の整備・充実について２点質問させていただ

きます。 

私は加須市に住んでいますが、学校が久喜市にありますので、久喜駅やその周辺

をよく利用しています。その際に、久喜駅西口周辺全体のタイルに凹凸があり雨の

際にすべりやすくなっていることや街灯が薄暗いといったことを感じています。 

また先月、久喜駅の東口の階段を利用した際、タイルが剥がれ落ちている箇所が 

何箇所かあり、大変危険だと感じました。 

（１）先ほどお話した課題をどのように考え、タイルの修繕や街灯の増加といっ

た対策を行う予定はありますか。 

（２）街灯が薄暗いといったことに関連して、不審者に対する対策や対応はどの

ような形で行っているでしょうか。 

これらを踏まえて、安全で快適な久喜市であってほしいと考えています。 

質問は以上です。 

 

○網野光議長 

  佐藤瑞紀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 

佐藤瑞紀議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに、（１）でございます。 

現在の久喜駅西口駅前広場につきましては、再開発事業により、クッキープラザ

のある再開発ビルや、ペデストリアンデッキなどと共に整備が進められ、平成３年

度に完成したものでございます。この駅前広場は、ＪＲ宇都宮線、東武伊勢崎線及

び東京メトロ地下鉄半蔵門線のほか路線バスも乗入れており、市の玄関口として、

多くの方々にご利用いただいているところでございます。 

ご質問の、タイルの舗装面につきましては、夏場の高温により膨張し、盛り上が

りが生じたり、冬場の低温により収縮し、ひび割れが生じたりすることで、タイル

がはがれ凹凸となり、広場を利用される方々にご不便をおかけしてしまうことがご

ざいます。このような状況を確認した際には、速やかにアスファルトにより応急的

に処置を行った後、周辺の状況を見ながら、タイルを貼って元の状態に戻しており

ます。この際、凹凸の発生原因となる盛り上がりやひび割れが起こりにくくなるよ

う、伸縮性のある材料を用いてタイルを貼るなど、修繕にあたり工夫をしていると

ころであります。 

一方、照明につきましては、車道部を照らす大きな照明のほか、歩道部には、市

の木であるイチョウの葉をモチーフにしたデザイン照明やガス灯など、景観に配慮

した照明なども配置しております。これらの照明につきましては、広場をご利用い

ただくための必要な明るさを確保しているものと考えておりますが、電球の球切れ

や、街路樹の枝葉が茂ることにより、薄暗く感じられることもあるものと考えてお

ります。そのようなことから、現時点において、照明を増設する予定はございませ

んが、電球の交換を速やかに行うことや、街路樹の剪定を適正に行うことで、広場

の明るさを確保し、快適にご利用いただけるよう努めてまいりたいと考えています。 

また、今後、照明機器の経年劣化等による故障の際などには、より明るいＬＥＤ

照明に交換するなどを検討してまいります。 

次に（２）でございます。 

 本市では、地域の安全を守り、犯罪のないまちづくりを進めるため、警察署を  

はじめ、学校、地域の皆様、商店などの事業者の皆様と協力し合いながら、防犯  

活動に取り組んでおります。 
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 そこでまず、防犯灯についてでございます。夜間における犯罪の防止、歩行者の

安全・安心の確保を図るため、市内に約９，７００基を設置いたしております。  

新しく設置する際や、故障による器具交換の際は、蛍光灯タイプからより明るい  

ＬＥＤタイプの器具に変更しております。 

 また、犯罪の予防・防止に一定の効果が期待できる防犯カメラにつきましては、

必要に応じて公共施設への設置を行っておりまして、平成２７年度中には、すべて

の小中学校及び公立幼稚園への設置が終了をいたします。さらに、久喜駅西口広場

に隣接する一番街商店会等でも、既に防犯カメラを設置しております。 

 その他の対策といたしましては、子どもや女性が不審者から声をかけられるなど

身の危険を感じたときの緊急避難場所として、「こどもレディース１１０番の家」

を市内の一般家庭や商店の皆様にご協力をいただき、１，０６１箇所に設置をし、

避難者の保護、警察署等への連絡ができる状態を確保しております。この緊急避難

場所の目印として、門や玄関などに「あぶないときはこの家へ」と書かれた黄色い

表示板がございます。 

また、市内で不審者の情報が入った場合には、警察署への通報を行うとともに、

市ホームページやツイッター、安全・安心メールなどにより市民の皆様に情報を 

配信し、注意喚起を行っております。 

なお、それぞれの地域において、地域防犯推進委員の方や自主防犯団体による 

地域のパトロール、子ども達への声かけ活動を自主的に実施していただいていると

ころでございます。 

 これら様々な対策、対応を講じているところですが、市民の皆様には「自分の  

身は自分で守る」ことの大切さを忘れずに、日々防犯意識をもち続けていただき 

たいと思います。 

今後も、市民の皆様が安全で安心した生活が送れますよう、警察署や関係機関と

連絡を取り合い、地域の皆様のご協力をいただきながら、地域ぐるみによる、一層

の防犯体制の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 

○網野光議長 

以上で、佐藤瑞紀議員の質問を打ち切ります。 

次に、森木真奈議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  １５番 森木真奈議員。 
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〔森木真奈議員登壇〕 

 

○森木真奈議員 

１５番森木真奈です。公教育における政治教育の充実について質問します。 

まず質問の前に、私が委員を務めております、久喜市健康福祉推進委員会での 

会議の中で感じていることをお話します。その委員会の中で、私は若者の、市や  

地域への関心の低さや、地域の行事への参加者の少なさなどを、身をもって感じて

おります。 

私たちの住んでいる久喜市は、現在６５歳以上の方が約４万人おり、人口の２５

パーセントを占めています。そんな少子高齢化の時代の中で、社会福祉を中心とし

た地域コミュニティの育成や、高齢者を支える街づくりなど、ますます若い世代の

地域活動への参加が重要な課題になっていることは明らかであると言えます。働い

ていてお忙しい方、なかなか地域のことが分からないという方など、様々な理由が

あることは承知しておりますが、実は久喜市には、地域の方との交流を深めるイベ

ントや若い世代の方々にも参加しやすい行事がたくさんあります。 

もちろん、そのような行事に参加することが苦手な方もいらっしゃると思います。

そのような方は、まず挨拶から始めてみてください。近所の方々と挨拶を交わし 

あえる地域が少しずつでも増えていくと、それはとても良いことだと思います。 

そして、古くから久喜市に住んでいる皆さん、まずは私たちから温かい気持ちで

様々なコミュニティや地区に、新たな人々を受け入れていきましょう。行事に参加

したいけれど初めての場が怖いと思っている方は多くいらっしゃいます。伝統や 

慣習を守るために、身内や仲の良いグループでいることは居心地が良いと思います

が、もう少しお互いに心を開いて、たくさんの人々と関わっていきましょう。そし

て、それが私たち一人一人の住みよい街づくりの大きな一歩であると考えます。 

繰り返しになりますが、本当に久喜市には楽しい行事がたくさんあります。広報

くきや社会福祉協議会の広報紙、久喜市のホームページなどを時間があるときに 

開いてみてください。そして、みんなで久喜をもっと良い市に、地域をもっと良い

コミュニティにしていきましょう。 

それでは、ここから質問に入らせていただきます。 

近年は２０～３０代の低い投票率が、若い世代の政治離れを物語っていますが、

そんな最中、参議院本会議では１８歳以上の選挙権を認める改正公職選挙法が可決

され、若者のより積極的な市政への参加が求められていることは明らかであります。 
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そこで、私が今後の久喜市において必要だと考えていることは、若者の意識を 

変えるということです。 

私は昨年４月に行われた久喜市議会議員選挙において、ある女性議員候補のお 

手伝いをさせていただきました。それまで私は、市と自分との関わりについて深く

考える機会があまりなく、市議会議員の皆さんや、市に関わる職業の方々がどのよ

うに活動されていて、どのように市を支えてくださっているのか、また自らが地域

コミュニティに参加することの重要性などをほとんど知りませんでした。 

しかし、この機会を通して、自分が想像していたよりも遥かに、市や市議会が  

私たちに身近であることを、身をもって感じることができました。そして、今では

広報紙を読むことや委員会に参加すること、市民まつりなどの行事に積極的に参加

するなど、当たり前のことかもしれませんが、以前よりも市について考えることが

多くなったと感じています。 

この経験を通し、私は若者と市政がより活発に触れ合うことが、若者の意識を 

変えるという点において効果的であるように考えております。そして、このような

経験をより幼い公教育の場において提供することで、一人一人が幼いころから久喜

市の一員であるという意識を持ち、市への関心が高まることで、若者の地域活動へ

の参加の促進や市政の参加の向上に繋がるのではないかと考えております。 

そこで、久喜市が現在どのような取り組みを行っているのかを疑問に思い、久喜

市の公教育における政治教育の充実についてお尋ねします。 

（１）久喜市では、「子ども議会」「いきいき女性議会」のほかに、子どもや若者

と市政をつなぐイベントなどはありますか。 

（２）今後、公教育の一環として郊外学習で市議会を見学するなど、公教育と   

市政をつなげる行事などを取り入れてはいかがでしょうか。 

（３）現在、２年に１度のペースで行われている「子ども議会」と「いきいき     

女性議会」を毎年行うことは可能でしょうか。 

最後に、幼いころの経験は、大人になった時の行動に大きく関わるものです。私

は小学校６年生の時に、本町小学校代表として子ども議会に参加させていただきま

した。そして、その時の経験は、今の自分がまたここで、いきいき女性議会議員と

して質問をしているという行動に結びついていると考えています。 

他の市では、このように子どもや若者が市政に関わる行事はほとんどありません。

ですから、これらの行事は久喜市が誇っていける取り組みの一つであると考えてい

ます。市民まつりで、市議会議員さんと子どもたちのふれあいコーナーを作って 
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よいかもしれませんし、市役所を見学してよいかもしれません。これからの久喜市

がより良い市になるよう、どうか小さなきっかけでもいいので、若い世代に市との   

関わりを認識してもらえる機会があればよいと考えています。 

私の質問は以上です。 

 

○網野光議長 

  森木真奈議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

それでは、森木真奈議員のご質問に対して、私からは（１）と（３）について      

ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）についてでございます。 

子ども議会やいきいき女性議会につきましては、市政への理解を深めていただく

ことや、それぞれの視点から捉えたご意見、ご提案等を市政に反映させることなど

を目的として実施をいたしております。 

このほか、市民の皆様の市政参加の機会といたしましては、市内各地区で実施し

ております「市民懇談会」をはじめ、市内団体等を対象とした「出前市長室」、      

市長への手紙、市長へのＥメール、市長へのＦＡＸ等による「市長への提言」など

を実施しており、市民の生の声を生かした市政運営に努めております。 

また、本市では、市民の皆様に少しでも市政に関心を持っていただくため、これ

までの広報紙やホームページのほか、ツイッターやフェイスブックを活用し、地元

のお祭りやイベントなどの情報も絡めながら、市民の皆様にとって久喜市をより 

身近に感じていただけるような情報を発信しております。 

ご質問者がおっしゃるように、政治に興味のない人々や 若者にイベントなどを

通じて市政へ参画していただくことは、大変重要なことでございますので、今後も

市民の皆様が気軽に市民参加できる環境を整えながら、広聴活動の充実に努めてま

いります。 

次に、（３）でございます。 

子ども議会は、これからの久喜市を担う児童・生徒に市政や議会への理解を深め
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ていただくとともに、市政に対する要望や意見を市政に反映することを目的といた

しまして、小学５・６年生と中学生を対象に、１年おきに小・中学校の夏休み期間

中であります８月に開催しております。 

現在、久喜市内には、２３の小学校、１１の中学校、合計３４の小・中学校が   

ありますが、１回の開催に当たり、その半分の１７校から各々１名の参加をお願い

し、次回開催時には、別の１７校から参加をしていただいております。 また、   

市内の私立学校等にも通われている児童・生徒にも配慮し、２名を公募して実施 

しており、子ども議会では、環境問題をはじめ、商工業の活性化、防災・防犯、   

交通安全、まちづくりなど、小・中学生の鋭い視点での意見や提案をいただいて  

おります。 

子ども議員の皆さんが社会全体で考えなければならない様々な問題に大きな 

関心を寄せていることが伺え、大変ビックリさせられ、ありがたく思っています。 

今後におきましても、小中学生の皆さんに議会体験を通じて市政に関心を持って

いただくとともに、市政に対する子どもたちの意見を聞く場として、子ども議会を

大切にしてまいりたいと考えています。 

子ども議会を毎年開催することにつきましては、市、教育委員会及び学校の様々

な行事や、教育委員会が１年おきに実施しております「中学生サミット」との調整

等も必要でございますので、当面は現状どおり１年おきの開催とさせていただきた

いと考えています。 

次に、いきいき女性議会につきましては、女性の市政参加の機会の提供を図ると

ともに、女性の視点からとらえた意見や要望、提案などを市政に反映することを 

目的として、合併前の旧久喜市において平成１３年から１年おきに開催をしている

ところでございます。 

これまでの女性議会においていただきましたご意見やご質問につきましては、 

課題として受け止め、市政への反映に努めております。 

そのような中、ここ数年の女性議会の参加状況について申し上げますと、定員 

２５人に対しまして平成２３年度は２５人、平成２５年度は２２人、今年度は１５

人と、定員を超える状況には至っておらず、多くの女性にとりましては、まだまだ

関心が低く、市政や議会はご自分とは縁遠いと感じておられるのではないかと推察

しております。 

また、本市におきましては、「市民懇談会」や「出前市長室」、「生涯学習出前   

講座」など、市政参画のための様々な取り組みを行っております。 
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このようなことから、女性議会につきましても、これまでと同様に１年おきの 

開催とさせていただきたいと考えておりますけれども、政治分野における、女性や

若者の参画拡大は、極めて重要なことでございますので、今後におきましても、  

でき得る限り、多くの皆様に参加していただけるような環境づくりや啓発活動の 

充実に努めてまいります。 

  

○網野光議長 

  教育長。 

 

 〔柿沼光夫教育長登壇〕 

 

○柿沼光夫教育長 

市長に続き、私のほうから森木真奈議員のご質問に対して、（１）のうち教育  

委員会における取り組みについてと（２）についてご答弁を申し上げます。 

教育委員会では、生涯学習に取り組んでいる市民の方が一堂に会して、テーマを

設定し、それまでの学習効果を生かし、グループ討議や発表を行いながら、まちづ

くりを考える生涯学習研修大会「まなびすとフォーラム」を毎年実施しております。

今年も６月１３日に、鷲宮高等学校を会場に開催したところでございます。 

今回は「コミュニティ豊かなまち 学校と共に歩む」をテーマに、グループ討議

や発表を行いました。当日は、高校生、児童生徒の保護者、市民大学や高齢者大学

の学生、教職員など幅広い分野からの参加をいただきました。 

まなびすとフォーラムにおいて、高校生のような若い皆さんが様々な立場の方と

の意見交換を行うことは、市政に触れる場、市民参加の場として大変意義あるもの

と考えておりますので、今後においても、積極的に参加を呼びかけてまいります。 

次に（２）でございます。 

平成２７年６月、選挙権年齢を１８歳に引き下げる「公職選挙法の一部を改正 

する法律」が公布され、新たに１８歳と１９歳の者が選挙の投票や選挙運動を行え

るようになります。 

このことから、若者の政治や選挙への関心を高めること、選挙に関するルール等

を学ぶことの必要性から、主権者教育が注目を集めています。主権者教育とは、 

「国や社会の政治や様々な問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、

行動していく主権者」を育成するための教育と考えます。 
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現在、小学校におきましては、我が国の政治や選挙の仕組みについて、中学校で

は政治に参加する意義等について、社会科の授業を中心に学習をしております。 

特に、小学校６年生では、国会などの議会政治や選挙の意味などについて学習して

おり、その際、市内全ての小学校が社会科見学において国会議事堂の見学を行って

おります。 

また、中学校では、これらの理解や経験の上に、我が国の民主政治の仕組み、  

議会制民主主義の意義等について考え、良識ある主権者として主体的に政治に参加

することの大切さについての学習を深めています。さらに、生徒会活動を通し、  

社会に参画する態度や自治的能力の育成を目指し生徒会役員選挙が行われ、選挙 

運動や立会演説会なども体験しており、その際、選挙管理委員会より投票台や投票

箱を借用して実施している学校もございます。 

地方自治は「民主主義の学校」という言葉に象徴されますように、主権者教育を

推進するためには、身近にある市議会を見学することは有意義なものと考えますの

で、校長会等を通して各学校に情報提供してまいります。 

今後とも、政治的中立にも配慮しながら、主権者として政治に参加する意義を自

覚させることを通して、国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を培っ

てまいります。 

 

○網野光議長 

以上で、森木真奈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２４分） 

 

（再開 午前１０時４０分） 

 

○網野光議長 

  再開いたします。 

次に、金澤舞議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

６番 金澤舞議員。 

 

〔金澤舞議員登壇〕 
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○金澤舞議員 

６番金澤舞です。 

質問させてもらう前に、私が在校する鷲宮高校について紹介させていただきます。

鷲宮高校は、挨拶と行事に力を入れている学校です。 

まず挨拶です。学校内はもちろん、学校外でも地域の人とすれ違う度にすすんで

挨拶するように心がけています。 

次に行事です。行事は特に体育祭が盛り上がります。各ブロック４つに分かれ、

クラス・学年の壁を越えて、心を一つに一生懸命優勝を狙います。他にも看板や  

Ｔシャツ、ダンスなどをブロックに分かれて行い、他の学校にはない魅力の一つだ

と思います。 

それでは、防犯対策の強化について質問させていただきます。 

鷲宮高校から北東方向へ向かい葛梅に通じる田んぼの中の通学路、市道鷲宮  

２６３号線と市道鷲宮５２６号線には街灯が少なく、夜などは特に危険だと思いま

す。夕方でも小学生が下校する時間は薄暗くなり、危険だと思います。 

そこで次のことを質問したいと思います。 

（１）街灯はどのくらいの間隔で設置していますか。 

（２）街灯の電球はどのくらいの間隔で変えていますか。 

（３）季節によって街灯をつける時間は決めているのでしょうか。 

以上です。 

 

○網野光議長 

  金澤舞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 

金澤舞議員のご質問に対しまして順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）のご質問でございます。 

防犯灯の設置に関しましては、原則的には、地域の区長さんから毎年５月末ごろ

市に提出される防犯灯設置要望書を受け、職員が夜間において現地を確認のうえ、
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あらかじめ定められております「防犯灯設置基準」に基づきまして、防犯上必要と

認められる場所に設置しております。 

この設置基準には、防犯灯が設置できる要件、設置要望の手続き、使用灯具など

が定められています。 

当該路線につきましても、この防犯灯設置基準に基づき、市道鷲宮２６３号線に

は１３基、市道鷲宮５２６号線には３基の防犯灯が設置されてございます。 

ご質問の防犯灯を設置する間隔でございますが、防犯灯設置基準では、「他の  

防犯灯及び道路照明灯との距離が概ね３０メートル以上離れている場所」に設置 

することになっています。 

しかしながら、設置基準を満たした場所であっても、防犯灯を設置できない場所、

設置することが難しい場所等もございますので、ご要望にそえないこともございま

す。 

また、道路の形状等の関係から明るさが確保できない場所におきましては、設置

基準の「３０メートル以上離れている場所」に限らず対応をしております。 

次に（２）のご質問でございます。 

防犯灯に係る蛍光管等の交換時期につきましては、一般的には、蛍光管タイプで

約１年、ＬＥＤ灯タイプで約１０年とされておりますが、市民の方からの通報や 

職員によるパトロール等によって球切れ等が確認できた場合には、速やかに蛍光管

等の交換を行っています。 

また、防犯灯そのものが劣化等により使用できなくなった場合には、ＬＥＤ灯 

タイプへの交換修繕も行っております。 

次に（３）のご質問でございます。 

防犯灯の点灯、消灯に関しましては、防犯灯に設置されております「自動点滅機」

というセンサーによりまして、一定の暗さになると点灯し、一定の明るさになると

消灯する仕組みになっております。従いまして、日の出と日の入りの時間によって

点灯、消灯する時間が変わってまいります。 

いずれにいたしましても、地域の皆様が夜間でも安全・安心して通行できるよう、

今後も防犯灯を設置してまいりたいと考えております。 

 

○網野光議長 

以上で、金澤舞議員の質問を打ち切ります。 

次に、関直子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 
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１１番 関直子議員。 

 

〔関直子議員登壇〕 

 

○関直子議員 

１１番関直子です。久喜市の子育て支援の取り組みについて質問します。 

少子化が社会問題となって、随分と時が流れました。状況は好転する気配もなく、

増々、深刻化しています。若い人たちが、夢や希望を持ち、家族を増やしていこう

と思える社会を作っていかなければなりません。 

現状を省みれば、女性の社会進出が目立ち、責任ある要職にも登用される時代と

なってきています。それ自体はとても喜ばしいことです。しかし、仕事を優先させ

るあまり、結婚や出産年齢が年々高くなってきているのも事実です。 

私の長女が助産師になり、早３年が過ぎようとしています。大学病院に勤務して

いるため、母体に何らかの異常を抱えている妊婦さんのお産を扱っているようです。

日々新しい命の誕生に喜びを覚える半面、出産時に命を落とす現場に立ち会う機会

もあるそうです。また、高齢ゆえのリスクを伴う出産も数多くあるようです。２０

代での出産が望ましいとは分かってはいても、なかなかうまくいかない社会状況に

なっています。 

しかし、安心して子育てできる環境を整えていけば、将来危惧されているような

消滅都市にはならないことでしょう。みんなが楽しく協力し合って子育てできる 

環境が必要です。若い人たちにとって魅力ある街づくりをすることにより、流出を

防ぎ、逆に呼び込めることになるでしょう。 

そこで、私は久喜市の子育て支援の取り組みについてお伺いします。 

（１）少子化を改善する具体的な施策はありますか。 

（２）保護者の仕事と育児の両立を助ける病児保育のニーズと、その稼働率は 

どのようになっていますか。 

（３）安心して子育てできるまちづくりとして、久喜市ならではの取り組みは 

ありますか。また、今後の課題と、努力点はどんなところですか。 

最後に、私たち人間にとって、子どもを産み育てることはとても重要なことで 

あり、最優先すべきだと認識してほしいと思います。そして、出産年齢は限られて

いて、そう長くはないということ。だからこそ、周りの人達の理解は不可欠である

こと。安心して子育てできるよう法整備も必要です。子育てしながら親として成長
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していける素晴らしさを、一人でも多くの人に知ってもらいたいと思います。また、

不妊対策にも力を入れ、望ましい出産が数多くできるよう努めていただきたいと 

思っています。 

私の質問は以上です。 

 

○網野光議長 

  関直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 

関直子議員のご質問に対して、順次ご答弁申し上げます。 

はじめに（１）でございます。 

近年の我が国の少子化は、家族観や結婚観の変化に伴う晩婚化や未婚化、非正規

雇用の増加、仕事と子育ての両立が難しい職場環境、さらには、核家族化や都市化

による地域連帯感の希薄化により身近な人からのサポートが受けにくくなってい

る状況など、様々な要因が複合的に作用していると言われております。 

このようなことから、本市におきましては、認可保育所や放課後児童クラブ、  

地域子育て支援センターの施設整備をはじめ、保育サービスの充実や乳児家庭全戸

訪問事業の実施、子ども医療費の支給対象年齢の拡大などを行ってまいりました。

このほか、各種相談事業や地域子育て支援センターをはじめとした各種センター 

事業の実施など、社会全体で子育て家庭を支え、身近な場所で交流や相談ができる

環境整備に取り組んでまいりました。 

このように、市民の皆様が安心して妊娠、出産、子育てができるような環境づく

りに努めることが、少子化対策につながるものと考えております。今後、新たな  

事業として不妊治療費の助成事業につきましても、実施の方向で検討してまいりた

いと考えおります。少子化対策への取り組みを一層推進してまいります。 

次に、（２）でございます。 

本市では、平成２７年度からの５年間を計画期間とした「久喜市子ども・子育て

支援事業計画」を策定するにあたり、平成２５年度において、就学前の児童を持つ

保護者３，０００人及び小学１・２年生の児童を持つ保護者１，０００人を対象に
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「子育て支援に関するアンケート調査」を実施しております。 

この調査におきまして、子どもが病気であった場合の対応として、「病児・病後

児保育の施設等を利用したい」と回答した保護者の割合は、約４０％でございまし

た。本市では、このアンケート調査の結果から、病児・病後児保育事業に対する  

保護者のニーズは高く、また事業の必要性も高いと判断し、本事業を実施すべく 

準備を進め、平成２７年１０月１日から、土屋小児病院の病児専用の保育室におい

て、病児・病後児保育事業を開始したところでございます。稼働率でございますが、

平成２７年１０月１５日現在、利用者は１人、利用にあたっての事前登録者は６３

人でございます。 

次に（３）でございます。 

本市の特色のある取り組みといたしましては、出産直後の母親にホームヘルパー

を派遣し家事や育児援助をする「久喜市子育て支援ホームヘルパー派遣事業」を 

はじめ、病気や出産などで、一時的に子どもの養育ができなくなったときにお子 

さんをお預かりする「子どものショートステイ事業」、心身に障がいや発達に遅れ

のある児童に遊びの場を提供する「おもちゃ図書館事業」などがございます。 

今後の課題と努力点でございますが、本市が平成２５年度に実施しました子育て

支援に関するアンケート調査では、「子どもや親子の遊び場」、「保育所や放課後  

児童クラブ」の充実など、子育ての環境や支援に関する多くのご意見をいただいて

おります。 

本市では、これまでも子どもや親子が気軽に足を運ぶことができる、安心して 

遊べる公園や児童センター、地域子育て支援拠点など、子育ての環境や施設の充実

に努めるほか、老朽化した保育所の改修や放課後児童クラブの定員枠の拡充など、

保育を必要とする児童に対し適切な施設整備を進めてまいりました。 

今後につきましても、アンケート調査の結果をはじめとした市民の皆様の声を 

伺いながら、各種子育て支援施策を推進し、より一層の子育て環境の充実に努めて

まいります。 

 

○網野光議長 

以上で、関直子議員の質問を打ち切ります。 

次に、永野佐江子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１４番 永野佐江子議員。 
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〔永野佐江子議員登壇〕 

 

○永野佐江子議員 

１４番永野佐江子です。久喜市の公民館の利用時間帯について質問させていただ

きます。 

私は現在、久喜市清久地区婦人会、また清久地区コミュニティ協議会の会員と 

して、日ごろ様々な活動を行っています。 

清久地区婦人会では、年２回の学習会を行っています。地元にお住まいの、元教

育長であった橋本昭先生を講師にお迎えして「論語を一緒に読んでみませんか」と

いう題で、一般のたくさんの方も参加して、とても活気あふれた勉強会を行ってい

ます。他にも様々な活動を行っています。 

また、清久地区コミュニティ協議会では年２回の環境整備を行い、公民館を利用

されている団体の方がたくさん参加してくださり、公民館を大事に利用されている

ことが分かります。 

このように、たくさんの方が西公民館・清久コミュニティセンターを利用して 

います。 

久喜市は２０１０年に合併して以降、公民館の利用時間が変更になりました。旧

久喜地区では午前９時から午後９時まででしたが、合併後には午前９時から午後 

１０時までと夜間の利用時間が１時間延長されました。現在合併して６年目を迎え

ますが、西公民館での夜間利用はほとんどが午後９時くらいには終わっているよう

です。他の公民館でも午後９時から午後１０時までの利用率は少ないと伺ったこと

があります。費用対効果を考えたときに利用時間の設定を変更すべきと考えます。 

そこで以下の質問をさせていただきます。 

（１）利用時間が合併前の旧久喜市では午後９時まででしたが、合併後は午後 

１０時までになりましたが、ほとんどが１０時までの利用が見られません。

久喜市全体の状況はいかがでしょうか。 

（２）利用時間を午後９時までにすることにより、人件費・光熱費などが削減  

出来ると考えます。ぜひ見直しを検討していただきたいと思いますが、 

いかがでしょうか。 

（３）時間を短縮する事により、使用料を安くして利用者の負担を軽くしていた

だきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

以上です。 

はしもとあきら 
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○網野光議長 

  永野佐江子議員の質問に対する答弁を求めます。 

教育長。 

 

 〔柿沼光夫教育長登壇〕 

 

○柿沼光夫教育長 

永野佐江子議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 

はじめに、（１）でございます。 

現在の公民館利用時間帯につきましては、合併協議の中で午前（午前９時から 

正午まで）、午後１（午後１時から午後３時まで）、午後２（午後３時から午後５時

まで）、夜間（午後５時３０分から午後１０時まで）の４区分とし、ご利用いただ

いているところでございます。これらの区分によります公民館の利用件数でござい

ますが、職員が常駐していない青葉公民館を除く、６公民館全体の利用件数は、  

昨年度は全時間帯の利用件数が 25,108件、うち夜間の利用件数は 2,845件と全体

の 11.3 パーセントとなっております。また、今年度は８月末現在で全時間帯の  

利用件数が 10,121件、うち夜間の利用件数は 1,220件と全体の 12.1パーセントと

なっております。 

こうした中、ご質問の夜間利用者の午後９時以降まで利用された件数でございま

すが、公民館ごとに、利用月によりましてバラツキはございますが、昨年度の夜間

利用件数 2,845 件のうち、午後９時以降まで利用された件数は 1,091 件で 38.4  

パーセントとなっております。また、今年度は８月末現在で夜間利用件数 1,220

件のうち、午後９時以降まで利用された件数は 411件で 33.7パーセントでござい

ます。 

このように、夜間の利用につきましては、３割を超える団体が午後９時以降まで

利用されているという状況でございます。 

次に、（２）でございます。 

公民館では、住民の皆様の学習活動を支援するため部屋等の貸出しを行っている

ところですが、学習活動を通じた地域づくり、人づくりに向けた大切な公民館事業

の１つと考えております。こうしたことから、多くの皆様に公民館をご利用してい

ただきたく、合併協議の中で現在の利用時間の設定を行ったところでございます。 
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また、公民館利用団体の皆さまの意向を把握するために、平成２５年度、２６年

度におきまして、公民館利用に関するアンケート調査を実施いたしました。調査項

目の一つとして、閉館時間についての項目も設定しておりまして、平成２５年度は、

青葉公民館を除く６館で、現在の閉館時間、午後１０時がよいという回答が 559

人中 451 人、80.3 パーセント、また、平成２６年度は、404 人中 334 人、82.7    

パーセントでございました。 

このように、８割以上の利用団体の皆様が現在の時間（午後１０時）がよいと  

回答されていること、また、先ほど（１）でご答弁申し上げましたが、夜間利用者

のうち、３割を超える団体が午後９時以降まで利用されているという状況にもござ

いますことから、現在の閉館時間で行ってまいりたいと考えております。 

次に（３）でございます。 

夜間の利用時間につきましては、アンケートの結果、７割以上の利用団体の皆様

から現在の区分単位でよいという回答をいただいておりますが、夜間は日中より 

利用時間の設定が長いため、利用料金が高くなっていることは認識しているところ

です。こうしたことから、今後も引き続き実態調査を行うなど、利用いただいてい

る皆様のご意見を伺いながら、より望ましい利用時間、時間帯などを検討してまい

りたいと考えております。 

 

○網野光議長 

以上で、永野佐江子議員の質問を打ち切ります。 

次に、白石榮子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１０番 白石榮子議員。 

 

〔白石榮子議員登壇〕 

 

○白石榮子議員 

１０番白石榮子です。子育てしやすいまちづくりについてお尋ねいたします。 

はじめに、私どもの地域の状況をお知らせしたいと思います。合併と同時に市も

広範囲となり、多くの企業も進出し、新興住宅も増え、久喜市も近隣にも誇りうる

市として進展しております。日本は一言に少子高齢化時代とか高齢化社会とか申し

ますが、このような時代であるからこそ、活気あふれる生活と元気あふれる子ども

の声などが、かけがえのないものだと思います。 
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鷲宮地区では、「乳幼児をもつ子育て世帯が多い」「半数以上が核家族である」と

いう地域性があります。乳幼児数や児童数も増え、多くの方々が「家庭や子育てと

仕事の両立」「安心安全な子育て」をしたいと願い、市の政策に関心を持ち、住み

良い街へ期待しております。 

 私は現在民生委員・児童委員の委嘱をいただいております。そこで、地域におけ

るつながり役としてお伺いいたします。 

 はじめに、保育についてです。平成２７年４月より、子ども・子育て支援新制度

が施行されました。この新制度の施行を踏まえ、取り組みと進展についてお尋ねを

いたします。新制度は、質の高い幼児教育と、幼稚園・保育所・認定こども園との

連携を目標としていますが、園利用者及び利用希望者からは戸惑いの声も聞かれ 

ます。 

そこで例を申し上げます。 

 新制度の施行前に、第２子を出産して育児休暇に入るため、第１子はこれまで 

通っていた保育所を退所して、幼稚園に入園しました。育児休暇が終わり復職の 

ため、兄弟ともに同じ保育所への入所を希望いたしましたが、第２子のみが保育所

に入所し、第１子は幼稚園のままでございます。現在、第１子は幼稚園に通いなが

ら、第２子の通う保育所の空きができるのを待機しています。 

 第２に、ひとり親世帯で母親が働かなければならないため、久喜市内の保育所と

市内での就職を希望いたしましたが、希望していた保育所には空きがありません 

でした。そこでしかたなく久喜市外の職場を探し、送迎可能な市外の保育所に入所 

して現在に至っております。 

 このような状況から「どうしても仕事を持ちたい」と切実に望む人が、安心して

働き子育てをするには、まだまだハードルが高いと感じます。そこで、次のことを

お伺いいたします。 

（１）子ども・子育て支援新制度が施行されましたが、保育所の待機児童解消の

ために市はどのようなことを計画しておりますでしょうか。 

（２）就業支援、就業支援講習、生活相談など、ひとり親世帯で働きたい母親の

ためには一貫した支援が必要だと思います。市はどのような支援を行って

いますか。 

 保育時間の長さを考えますと、仕事を持つ親は保育所を希望する方が多いと思い

ます。幼児保育も新制度の枠組みの中で、見直しを重ねることで充実していくと 

思われます。このような状況を知っていただき、どうぞきめ細やかな配慮をよろし
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くお願いいたしたいと思います。 

次に、放課後児童クラブについてです。新制度により、放課後児童クラブの対象

者は小学校６年生までに拡大されました。現在は特に、桜田小学校の児童数が増加

していることから、放課後児童クラブの利用者も増加しております。施設が狭いと

いう声もお聞きいたしました。放課後児童クラブは児童にとって楽しい所であって

ほしいと思うところでございます。そこで、３つ目の質問といたしまして、 

（３）東鷲宮地域では放課後児童クラブの利用者が急増しておりますが、市は 

何か対策を考えていますか。 

このことをお伺いし、さらなる期待をいたします。 

最後に道路整備についての質問です。 

（４）JR 東鷲宮駅の南側と北側には地下道があります。北側の地下道は、下に

車道、側面に狭い歩道となっており、一部児童が通学路として利用してい

ます。北側の地下道は照明が暗く、車の騒音も響き、子どもが一人で歩く

のはとても不安を感じています。南側の地下道は階段も急で、ベビーカー

の移動も一般通行者も利用困難な状況でございます。照明を明るくする 

ことはできますでしょうか。また、改修の予定などはいかがでしょうか。 

安全に配慮した道路整備の推進を希望いたしますとともに、今後も地域の実情に

即した多様な支援、財政支援等、自治体の関係機関の方々の知恵と実行を切に望み

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

○網野光議長 

  白石榮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 

白石榮子議員のご質問に対して、順次ご答弁を申し上げます。 

 はじめに、（１）でございます。 

 本市では、年々増加する保育ニーズに対応するため、市内の民間保育所等の施設

整備に対しまして、補助金の交付を行い、保育の定員枠の拡大を促進しております。 
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 現在、２つの園において、施設の老朽化等に伴う改修工事に着手しているところ

でございまして、平成２８年４月には、定員枠８９人の拡大となる予定でございま

す。１つ目は、鷲宮地区で民間保育所を運営している社会福祉法人が、移転改築  

工事に合わせて、定員枠６０人の拡大を、２つ目は、久喜地区で私立幼稚園を運営

している学校法人が、施設の耐震改修に合わせて、０歳児から２歳児の保育室を 

新たに整備し、定員枠２９人の拡大となるものであります。 

 また、電車通勤の保護者の利便性の向上を図ることを目的に、ＪＲ東鷲宮駅東側

に所有する市有地に、平成２９年度の開所を目指し、定員１００人規模の民間保育

所の誘致に取り組んでいるところでございます。 

次に、（２）でございます。 

 本市では、ひとり親家庭の就業に向けた資格の取得や能力開発を支援するため、

自立支援給付金制度を設けております。 

この制度では、ホームへルパー講座、パソコン講座、税理士講座など雇用保険法

で定める教育訓練を受講し、所定の課程を修了した場合に受講経費の２０パーセン

トを自立支援教育訓練給付金として支給をいたしております。 

また、看護師や保育士、介護福祉士などの資格を取得するために、２年以上養成

機関等で修業する場合に、生活費の負担軽減をはかり資格取得を容易にするため、

修業期間の２年間について、市民税非課税世帯の方には毎月１０万円を、市民税 

課税世帯の方には毎月７万５００円を、高等職業訓練促進給付金として支給して 

おります。 

さらに、この養成機関での課程を修了した市民税非課税世帯の方には５万円を、

市民税課税世帯の方には２万５千円を、高等職業訓練修了支援給付金として支給 

しております。 

 この他、埼玉県東部中央母子・父子福祉センターと連携して、市役所内に面接  

会場を設けて、個別に「母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度」の利用や就業

支援サービス、並びに生活全般にかかる相談等の支援を行っているところでござい

ます。 

次に、（３）でございます。 

 東鷲宮地域の東鷲宮小学校及び桜田小学校の放課後児童クラブ利用児童数は、 

当該地域でのマンションの建設等に伴い、年々増加している状況にございます。 

本市では、放課後児童クラブの環境改善のため、平成２４年度から平成２６年度

にかけて、東鷲宮小学校の児童を対象とした放課後児童クラブを、鷲宮東コミュニ
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ティセンターの敷地内に、新たに、東鷲宮学童クラブとして、定員を４０人から  

８０人に拡大した施設整備を行ったところでございます。 

また、桜田小学校学童クラブにつきましては、平成２７年４月１日現在、定員  

６０人を超える状況にございます。  

 本市といたしましても、施設整備の必要性は認識しているところでございますが、

他の地域におきましても同様に、利用児童数が増加しているクラブもございます。

このようなことから、平成２５年度には、菖蒲地区の栢間小学校内及び鷲宮地区の

鷲宮小学校内に学童保育専用施設の整備をし、平成２７年度においては、栗橋地区

の栗橋西小学校内及び栗橋公民館の敷地内に学童保育施設の整備を進めている 

ところでございます。 

 今後も、本市全体の放課後児童クラブの利用状況等を勘案した上で計画的に整備

をしてまいります。 

次に、（４）でございます。 

 はじめに、ＪＲ東鷲宮駅北側の西大輪地下道につきましては、現地を確認した 

ところ、電球が切れているものがございましたので、さっそく電球の交換を実施 

したところでございます。なお、照明を明るくすることにつきましては、照明機器

の経年劣化等による故障の際に、より明るいＬＥＤ照明に変更することを検討して

まいりたいと考えています。 

 次に、ＪＲ東鷲宮駅南側の東西連絡地下道につきましては、現在、バリアフリー

化事業を実施しており、エレベーター及びエスカレーターの設置を進めております。

これらの施設を設置することで、ベビーカーを利用される方や、お体の不自由な方

に、安全・安心に東西間を通行していただけるものと考えております。 

 また、西側の斜路付階段につきましては、ご質問の通り急な勾配であることから、

エレベーター及びエスカレーターの設置に併せ、勾配を緩くする計画としておりま

す。さらに、照明につきましても、これらの改修工事に併せ、より明るくなるよう、

ＬＥＤ照明を設置する計画でございます。 

 

○網野光議長 

以上で、白石榮子議員の質問を打ち切ります。 

次に、石塚美有紀議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

３番 石塚美有紀議員。 
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〔石塚美有紀議員登壇〕 

 

○石塚美有紀議員 

 ３番石塚美有紀です。市道久喜１１号線の安全対策について伺います。 

市道久喜１１号線は、久喜工業高等学校周辺の道が細く見通しの悪い道路です。

住宅街ということもあり、朝・夕方の登下校の時間帯は車も自転車もたいへん多く

なり、猛スピードの車も見かけるので事故も多いです。そこでは車同士が注意深く

すれ違っていますが、自転車で毎日通学する私も、何度か危険だと感じたことが 

ありました。他の生徒でも同じような経験をしている人が何人か出ています。私 

たちもできるだけ安全確認を怠らないようにしていますが、それだけでは防げない

こともあり、改善をお願いしたいと思います。 

これらのことから市道久喜１１号線の安全対策について伺います。 

（１）市道久喜１１号線について道幅を広げる拡幅工事の予定がありますか。 

（２）市道久喜１１号線の交通安全対策として、市は何か実施していますか。 

以上です。 

 

○網野光議長 

  石塚美有紀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 

石塚美有紀議員のご質問に対して順次ご答弁を申し上げます。 

はじめに、（１）のご質問であります。 

市道久喜１１号線につきましては、県道幸手久喜線から久喜工業高等学校の東側

を通り、鷲宮地区を結ぶ延長約６００メートルの路線でございます。この路線は、

久喜地区と鷲宮地区を行き来します通過車両が多いうえ、幅員が狭いことから、 

地元から拡幅整備の要望を受けてきたところでございます。こうしたことも踏まえ

て、青毛堀川の河川改修工事に併せて、橋りょうと前後の道路、約１００メートル

の拡幅整備を行ったところであります。 

残りの区間につきましても、拡幅整備は必要と考えておりますが、道路に隣接し
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て、住宅が立ち並んでおり、それぞれ地権者のご協力が必要となってまいります。 

また、久喜工業高等学校も隣接しております。そのため、久喜工業高等学校に  

つきましては、学校用地を管理している埼玉県と協議を進めているところでござい

ますが、拡幅に伴う用地のご協力や、樹木やネットフェンス等の移設が必要となる

ほか、校庭が縮小されることによるクラブ活動への影響など校庭利用における学校

側の意向もあることから、大変難しい状況でございます。 

そのような中、現在、市では、ＪＲ宇都宮線の東側におきまして、新市の一体性

の向上などを目的に、久喜地区の県道幸手久喜線とイチョウ通りの交差点から鷲宮

地区の都市計画道路産業団地線を結び、さらに、栗橋地区の県道阿佐間幸手線まで

を南北に結ぶ幅員１６メートルの道路整備に向けて取り組みを進めております。 

この道路を整備することによりまして、久喜地区と鷲宮地区を行き来する通過車

両の通行が円滑となり、市道久喜１１号線への通過車両の流入の緩和が図られ、 

車両の通行量を減らすことができるものと考えております。 

そうしたことから、現在進めております新市の一体性を向上するための道路の 

早期整備に努めてまいります。 

次に、（２）のご質問でございます。 

市道久喜１１号線は、市内循環バスの運行経路にもなっている主要道路でござい

まして、住宅街を通過する生活道路でもあることから、交通量が多い状況にござい

ます。また、この道路は、交差する道路も含め幅員が狭く、住宅が密集しているこ

とから、交差点での見通しも悪い状況でございます。 

このような状況を踏まえた交通安全対策といたしまして、路線内の各交差点での

視認性を確保するため、道路反射鏡(カーブミラー)を８箇所・１０基設置しており

ます。 

この他、平成２６年度に、地域の方から交通安全に関するご相談を受けたことか

ら、久喜警察署交通課とともに現地確認を行い、その結果、自動車運転手に対し  

交差点があることを示す十字マークの標示や、一時停止を促す停止誘導線の路面 

標示を行っております。 

また、この道路は、太田小学校と久喜東中学校の通学路に指定されているととも

に、久喜工業高等学校にも隣接しており、これらの学校に通学する児童・生徒も  

多く利用しているところでございます。このため、通学路であることを示す注意 

喚起の看板を２箇所設置し、自動車運転手に対し注意を促しております。 

なお、久喜工業高等学校により、道路沿いのフェンスに、通学する児童・生徒や
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自動車運転手、自転車、歩行者などに対する注意喚起の横断幕（「あっ！危ない！

止まれ！左右の確認」）を設置していただいているところでございます。このこと

は、周辺の交通事故防止につながることが期待でき、本市といたしましては、大変

ありがたい取り組みと思っております。 

今後とも、地元の区長さんや学校をはじめ、地域の皆様からご意見をお伺いしな

がら、市道久喜１１号線周辺の交通安全対策に取り組んでまいります。 

 

○網野光議長 

以上で、石塚美有紀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３０分） 

 

（再開 午後１時） 

 

○森木真奈副議長 

再開いたします。 

議長を交代いたします。私は、２０１５久喜市いきいき女性議会の副議長となり

ました、森木真奈でございます。網野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。皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

午前中に引き続きまして、市政に対する質問をお受けいたします。 

長島一枝議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１３番 長島一枝議員。 

 

〔長島一枝議員登壇〕 

 

○長島一枝議員 

 １３番長島一枝です。通学路の安全・安心対策について質問します。 

私は、久喜市交通安全母の会、久喜市母子愛育連合会、精神保健ボランティア 

“すまいる”、６５才以上の方とのはつらつ体操、サポート２１、下校ボランティ

ア等々のボランティアに日々大勢の方と交流をしています。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いたします。 
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（１）通学路についてです。 

東鷲宮地区に近年マンションが建ち、登下校に危険箇所があります。市道

鷲宮１０号線については、ケーヨーデイツーから歩いて右側にあるレーベ

ン東鷲宮テラスというマンションまでは歩道が広いのですが、教会から 

歩道が狭くなります。そのため、登校児童、中学生、通勤者と交錯し危険

であると、保護者と、１０年間通学班と共に毎朝歩いているボランティア

の方からの声がありました。反対側の歩道は広いので、「横断歩道か手押し

信号を設置しては」という意見があります。事故防止のために考えて頂き

たいと思います。 

（２）事故防止の啓発活動についてです。 

私の住んでおります栗橋地区では、本年死亡事故０を更新しています。  

先日、幸手警察から感謝状を頂きました。日々の地道な啓発活動を持続し

てきた結果と自負しています。昨年も栗橋小学校で、県の交通安全世代間

交流事業で、３年生と保護者、老人会の協力を頂き、自転車の安全な乗り

方を警察と共に実施いたしました。その結果、進級した４年生の自転車  

免許交付に大いに役立ちました。本年も実施させていただきます。さらに

自転車事故０に貢献して参ります。７年前から「お達者訪問大作戦」も  

一軒一軒、事故防止と振込め詐欺防止の呼びかけをしています。高齢者の

自動車、自転車事故防止を一件でも減少したいと地道な啓発活動をしてい

ますが、高齢者の事故は増加の傾向にあります。安心安全の久喜市へと  

念願しておりますが、市として具体的に考えていることをお聞きしたいと

思います。 

 よろしくお願いします。以上です。 

 

○森木真奈副議長 

  長島一枝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 

 １３番長島一枝議員のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 
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 はじめに（１）でございます。 

 市道鷲宮１０号線につきましては、車道幅員が約９メートル、歩道の幅員は植樹

帯を除きますと、東側は水路に蓋が掛けてあります通行できる部分を含め、約  

４．２メートル、西側は約２．４メートルございます。この路線は、東鷲宮小学校、

桜田小学校、鷲宮東中学校の通学路でございまして、多くの児童・生徒が利用して

いるところでございます。また、東側・西側の歩道とも自転車通行可となってござ

いまして、通学・通勤時間帯は特に注意する必要がある路線でございます。 

 このようなことから、区長さんを始めとした地域の方々から市道鷲宮１０号線の

西側の歩道から歩道の広い東側に横断できるよう、ご質問の交差点付近に、平成 

２５年４月２４日付けで「信号機（押しボタン式）設置の要望書」が市に提出され

ております。 

市では、これを受けまして、平成２５年６月２７日付けで、久喜警察署長あて 

「信号機の設置及び横断歩道の設置の要望書」を提出いたしました。 

 信号機等の設置につきましては、埼玉県公安委員会が決定いたしますことから、

毎年、当該箇所を含め、久喜警察署及び幸手警察署を通じまして、同委員会に要望

しておりますが、設置に至らないところでございまして、平成２６年度におきまし

ては、久喜市全体の定周期、押しボタン、改良に係る信号機設置要望件数が８２件

あったことに対しまして、設置は１件という状況にございます。 

 このような状況ではございますけれども、当該箇所の信号機設置に関しましては、

今後も引き続き要望してまいりたいと考えております。 

次に、（２）でございます。 

 本市では、平成２３年度から平成２７年度の５年間を計画期間とした「第９次 

久喜市交通安全計画」を策定し、「高齢者の交通事故防止」「交差点の交通事故防止」

「自転車の交通事故防止」の３つを重点課題とし、各種交通安全対策に取り組んで

おります。 

 はじめに、「高齢者の交通事故防止」といたしましては、高齢者大学を通じて  

交通安全の啓発を行うほか、久喜警察署との共催で高齢者自転車教室を実施し、安

全講習や実技などを行い、「高齢者自転車運転免許証」を交付するなど、高齢者に

対する交通安全対策を講じております。 

 また、「交差点の交通事故防止」といたしましては、交通指導員が、朝の立哨活

動の際、児童の通学路において、交差点での安全通行の指導・誘導を行うなど、市

民の皆様の交通安全意識の高揚を図っております。 
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 さらに、「自転車の交通事故防止」につきましては、自転車の安全運転を啓発  

する看板の設置や、街頭啓発で自転車用反射シールを配るなど、自転車に関する 

交通安全対策に努めております。 

 今後は、幅広い世代の市民の皆様に自転車運転の安全意識を高めてもらうため、

高齢者に限っていた自転車教室を２０歳以上に年齢枠を拡大することや、広報紙に

おいて自転車運転に関する記事を連載するなど、交通ルールや交通マナーの向上を

図ってまいります。 

その他の交通安全対策としましては、市民の皆様お一人お一人に交通安全に対 

する意識を高めていただくことが重要であることから、毎年、春夏秋冬の各季の 

交通安全運動期間中には、本市や久喜警察署、幸手警察署、交通安全協会など各種

団体が相互に連携し、街頭啓発活動を行っております。 

 今後につきましても、重点課題を中心として、各種交通安全対策を継続的に講じ、

社会全体としての交通モラルの向上に努めてまいりたいと考えております。 

加えて、久喜市交通安全母の会をはじめ、様々な関係団体の皆様におかれまして

は、「交通安全世代間交流事業」や「お達者訪問大作戦」などを通して、子ども   

から高齢者まで幅広い世代の方へ交通安全対策を行っていただいておりますこと

を、この場をお借りして感謝を申し上げますとともに、引き続き、ご協力のほど  

お願い申し上げます。 

 

○森木真奈副議長 

以上で、長島一枝議員の質問を打ち切ります。 

次に、網野光議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１番 網野光議員。 

 

〔網野光議員登壇〕 

 

○網野光議員 

１番網野光です。 

質問をさせていただく前に、私の通っている久喜高校についてお話をさせていた

だきます。私の通っている久喜高校は、伝統のある女子高校です。おもに学校行事

に力を入れていて、生徒が中心となり活動しています。その中でも、私は生徒会長

を務めさせていただいています。久喜高校の生徒は何事にも真剣に取り組み、積極
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性があります。ボランティアの募集が校内であると、多くの人数が参加をいたし 

ます。 

また、私自身、中学生のころからボランティア活動をしてきました。ボランティ

アに参加してみると、年代がバラバラで人数が少ない状態でした。しかし、高校や

学校以外でのボランティアの募集があり、小学校や保育所、介護施設、イベントに

参加してみると、少人数ではなく、高校生や大学生が何十人といる中での活動と 

なりました。 

また、そのボランティアをしている際に、バリアフリーを良く目にしました。  

そして現在、少子高齢化が進んでいる中、ボランティアやバリアフリーが増えて 

いる傾向がよく見られます。 

 そこで、久喜市の福祉、ボランティアについて伺います。 

（１）現在久喜市のボランティア活動は、合併当時と比べ参加人数はどう変化 

してきていますか。また久喜市にとって良い傾向となっていますか。 

（２）バリアフリーについて地域の方や使用している人からどのような声が  

あがっており、これからバリアフリーが増えたり、変化したりすることを

考えていますか。 

（３）地域福祉・地域ボランティアについて、久喜市の今後の課題を、どのよう

に考え、どのような対策を予定していますか。 

 質問は以上です。 

 

○森木真奈副議長 

  網野光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 

 網野光議員のご質問に対しまして、順次ご答弁を申し上げます。 

はじめに、（１）でございます。 

 現在、本市におきましては、久喜市社会福祉協議会との協働によりまして、平成

２４年３月に策定した「地域福祉計画・地域福祉活動計画」に基づき、地域福祉を

推進しています。この計画では、特に地域福祉の担い手としてのボランティア活動
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に、多くの方に関心を持っていただき、活躍の場が提供できるような施策について

取り組んでおります。 

 一例を申し上げますと、介護福祉課が実施する「はつらつリーダー養成講座」や、

久喜市社会福祉協議会が実施する「ボランティア体験プログラム事業」などがござ

います。 

「はつらつリーダー養成講座」は、介護予防事業「はつらつ運動教室」の参加者

に、介護予防体操の指導を行うボランティア指導者、はつらつリーダーを養成する

講座でございます。このはつらつリーダーの登録者数は、平成２２年度が３５人で

ありましたが、平成２７年度は、９月末現在８７人と増加しております。 

 また、「ボランティア体験プログラム事業」は、福祉施設でのボランティア体験

や、ボランティア養成講座を通して、市民の方にボランティア活動に参加できる 

機会を提供し、親しみを持っていただく事業でございます。この事業には、平成  

２２年度は延べ２２０人、平成２７年度は、９月末現在延べ２１７人の参加がござ

いました。 

 さらに、本市におきましては、久喜市社会福祉協議会内に、ボランティア活動を

支援するための機関として、「久喜市ボランティアセンター」が設置されておりま

して、ボランティアに関する相談や情報提供、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おります。このボランティアセンターの登録団体

及び登録者数につきましては、平成２２年度は７３団体、２７９名でございました

が、平成２７年度は、９月末現在８１団体、３２３名と増加しております。 

 このように、本市におけるボランティア活動への市民の皆様の理解は広まりつつ

あり、市民相互の助け合いの精神が浸透することにより、より住みやすい地域が 

形成されますことは、本市にとりましても好ましいことであると考えております。 

次に、（２）でございます。 

 本市では、平成２３年に、久喜市障がい者計画を策定するための基礎資料として、

障がい者の方及び健常者の方にアンケート調査を行いましたので、その際に寄せら

れたご意見やご要望から、主な内容について申し上げます。 

 道路環境では、歩道の段差の改善や十分な幅の確保などを希望するご意見がござ

いました。 

 施設利用の関係では、階段への手すりの設置やエレベーターの設置、トイレの 

洋式化や入口の段差解消のためのスロープ化、障がい者専用駐車場の設置、あるい

は増設を希望する声など、多方面に渡りご意見をいただいたところでございます。 
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このような中、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と 

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的に、「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」が、明年平成２８年４月に施行されます。

この法律では、行政機関等及び民間事業者は、施設の構造の改善及び設備の整備に

努めなければならないとされています。 

 本市におきましても、市民の皆様の声や新たに施行されます法律の趣旨も踏まえ、

高齢者や障がい者の方の利便性の向上が図られるよう、今後におきましても、  

バリアフリー化を推進してまいります。 

次に、（３）でございます。 

 近年、本格的な少子高齢化社会を迎えるとともに、家庭や地域の相互扶助機能が

低下している中、子どもから高齢者まで、誰もが安心して暮らしていけるよう、  

地域福祉をどのように展開し、進めていくかは、本市のまちづくりにおいて重要な

課題の１つでございます。 

 このような中、１人暮らし世帯や高齢者のみの世帯、また子育て世帯などで、  

地域での支援を必要としながらも孤立しがちな世帯が増加していることから、これ

らの世帯からの要望を的確に捉え、行政との橋渡しをする役割を担う、地域福祉の

中核となるようなボランティア活動の担い手を養成していくことが重要であると

考えています。 

 現在、本市におきましては、既に多くの方々にボランティア活動に取り組んでい

ただいておりますが、担い手の高齢化や固定化、後継者不足などが課題となってお

りまして、ボランティア活動の更なる活性化を図っていくためには、幅広い年齢層

から人材を発掘し、新たな参加者を増やしていくことが必要でございます。 

 このようなことから、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り

を進めるため、広報紙やホームページ等を活用して、ボランティア活動に関する 

情報提供に努めております。また、多様化する地域の課題や市民ニーズにも柔軟に

対応するため、久喜市社会福祉協議会と連携を図りながら、地域ボランティア活動

が円滑に行えるよう、ボランティアセンターの機能強化や、活動団体の支援、リー

ダーの養成などに取り組んでまいりたいと考えております。 

 

○森木真奈副議長 

以上で、網野光議員の質問を打ち切ります。 

次に、小川フミ子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 
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４番 小川フミ子議員。 

 

〔小川フミ子議員登壇〕 

 

○小川フミ子議員 

４番小川フミ子です。「命の大切さの授業」を市内の小中学校で実施することに

ついてお話したいと思います。 

私は、久喜市母子愛育連合会の栗橋支部において子育て支援のボランティアを 

しております。主な活動といたしましては協力事業と自主事業です。 

協力事業は、乳幼児の検診時の受付や計測補助などのお手伝いをしております。

特に婦人科検診時の子守りは、若いお母様方には大変喜ばれております。検診の 

受診率も最近では少しずつ多くなり、私たちも楽しくボランティアをしております。 

もう一つの自主事業ですが、学校教育の中で行う、小学校５年生を対象とした 

命の大切さの授業です。前半は、助産師さんによる、生命の誕生のお話、後半は、   

私達愛育会と保護者の方が補助し、実物大、約３キログラムの赤ちゃんの人形を 

使い、沐浴やオムツ交換などを子ども達と一緒になって行う、楽しい授業です。 

 この体験授業は、この数年栗橋小学校だけですので、市内各学校でも取り入れて

みてはと思います。そこで次のことをお伺いします。 

（１）「命の大切さの授業」を、市内全域の各学校でも取り入れていただくこと

はできますでしょうか。 

最後に余談でございますが、今年の４月１５日には「第４７回愛育班員全国大会」

という催しがありまして、久喜市母子愛育連合会 栗橋支部長の長島会長が、総裁

であります秋篠宮紀子殿下より表彰状を受けてまいりました。 

 以上で質問をお願いします。 

 

○森木真奈副議長 

  小川フミ子議員の質問に対する答弁を求めます。 

教育長。 

 

 〔柿沼光夫教育長登壇〕 
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○柿沼光夫教育長 

小川フミ子議員のご質問に対しましてご答弁を申し上げます。 

  近年、子どもの命に関わる重大な事件が多発しております。その中に見られる 

突発的な攻撃性、反社会的行動等は心の問題と関わりがありますが、とりわけ、  

事件を起こした大人や子どもたちが命をどのように認識しているかは、大きな問題

であります。 

この背景には、少子化、情報化、人間関係の希薄化などの社会の急激な変化があ

ります。かつて我が国では日常生活の中で、家での出産や親族の死等、命に触れる

機会が多々ありましたが、核家族化の進行によって、そうした命に関わる大事な 

場面に触れる機会が少なくなっております。 

  このような中、栗橋母子愛育会では、自主事業のひとつとして、小学校５年生を

対象とした「赤ちゃんと遊ぼ」と題した命の授業を実施していただいております。

授業を受けた児童からは「親の愛情につつまれて、命が誕生し、育てられました」

「当たり前の毎日の生活は、親の愛情の支えによって過ごせていることが分かりま

した」などの感想を聞いております。今まさに「命の大切さ」を実感できる学びが

重要であると受け止めております。 

 本市における小中学校では、各教科、道徳、総合的な学習の時間において、「命

の大切さ」に気づき、考える授業を実施しております。特に、中学校の家庭科では

「幼児の生活と家族」という学習の中で、幼児と触れ合う体験活動を行っておりま

す。これは生徒が実際に近隣の保育園や幼稚園に出かけ、様々な遊び道具を使用し

ながら、幼児と触れ合う活動を通して「家族」や「子育て」など親になるための   

学習の機会ともなっております。 

また、総合的な学習の時間においては、 助産師さんの講話、また保健体育担当

の教諭や養護教諭による性教育などの授業も行っております。 

このような学習を通して、人間の育ちの始まりを考え、「自分はとても大切にさ

れている」「生まれてきてよかった」などという児童生徒が自分の命は価値ある  

存在であることを認識でき、そしてそれは、他者に対してもかけがえない命をもつ

存在であることを実感できるものとなっています。 

命を大切にする心は、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育むために極めて重要

であり、成長段階に応じて様々な活動を体験させることが重要であると考えます。 

このようなことから、各学校においては発達段階に応じた、命の大切さを学ぶ 

ことのできる体験活動の一層の充実を図ることが重要であり、校長会等を通して、
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栗橋母子愛育会のみなさまの活動について情報提供をしてまいります。今後とも、

久喜市の未来ある子どもたちのために、ご協力をお願い申し上げます。 

 

○森木真奈副議長 

以上で、小川フミ子議員の質問を打ち切ります。 

次に、桜井直美議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

８番 桜井直美議員。 

 

〔桜井直美議員登壇〕 

 

○桜井直美議員 

 ８番桜井直美です。質問をさせていただく前に、障がいのある方への、医療・  

福祉・教育における支援の現状を少しお話させていただきます。 

わが子はダウン症で、地域の中学校の特別支援級に在籍しています。その関係で、

久喜市栗橋手をつなぐ育成会をはじめ、地域の障がい児支援の会にいろいろ所属し

ています。そのため、私のところには、障がいのある本人、保護者の方々のつらい

現状が、たくさん生の声として集まってきます。その中で、特に困っていて緊急に

対応していただきたいという事項について、今日は発言させていただきます。 

１点目は、通常級にいる、障がいのあるお子さんの支援の状況です。わが子がい

る特別支援級では、担任の先生が個別の支援計画を作成し、それに基づいて、保護

者と面談をしながら、その子にあった支援の方向性を模索していただいております。

しかし残念ながら、通常級では、障がいのあるお子さんへの個別の支援が適切にな

されていません。保護者が配慮をお願いすると、学校側からは「特別支援級に行か

れてはどうですか。」「お母さんのエゴではないですか。」と悲しい返事が返ってき

て、個別の支援計画の作成をお願いすることさえもできない状況です。また、毎年

４月に保護者が個別の支援計画をお願いして、先生が作成するとおっしゃっても、

年度末になって作成できず申し訳なかったと謝られて、時間がたっても未だに作成

してもらえないケースもあります。平成１９年の学校教育法改正にあわせて、  

障がいのある、どの子も特別支援教育を受けられるようになりました。ぜひ、通常

級にいるお子さんにも個別の支援計画を作成していただき、積極的な支援をしてい

ただきたいです。 

さらに障がいのある方の全体的な問題として、１点目の問題も含めて、教育・  
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福祉・医療において、身近で、かつ長いスパンで安心して相談できる機関が少ない

と思います。そこで、２点目として相談機関の問題についてお話します。民間の  

相談事業所もありますが、公の立場ではないということで、幼稚園や学校、医療  

機関との連携が難しく、相談してもなかなか解決しにくい状況があります。やはり

各行政機関で、障がい者専門の相談員を配置し、相談支援、連携を図っていただき

たいです。さらに市役所に相談に行っても、軽度の知的障がいや精神障がいの方 

からは、市役所の窓口と言う公共の場で自分のことをさらけ出し、かつ担当者が 

変わる度に、信頼関係もない中で一から話さなければならないのが大変つらいと 

いう声があがっています。ぜひ、福祉先進国のイギリスのように、幼児期から成人

期まで継続して、安心して相談できる専門員の配置、そしてライフステージに合わ

せた継続的な支援をしていただきたいです。 

３点目は医療の問題です。障がいがあると専門的な医療機関にかかる必要がでて

きます。しかし、現在多くの方が、遠方で、しかもなかなか予約が取れない病院に

かかっており、本人も保護者も大変な負担を強いられています。風邪かと思い、  

久喜市内の病院を受診した、ダウン症のお子さんの保護者の方々から、こんな報告

もありました。「お医者様からは、ただの風邪と言われたのですが、お母さんが  

疑ってさらに検査を申し入れたところ、ダウン症の人がかかりやすい甲状腺の病気

や、白血病であると診断されました。」というケースがありました。わが子も咳が

ひどかったので、近所の病院を受診したところ、お医者様に「ダウン症だからよく

診られないけれど、ただの風邪です。」と言われ、２日後に別の病院で診ていただ

いたら肺炎をおこしていて、３週間も入院生活を送らなければならなかったことが

あります。ぜひ、今後このようなことが起きぬよう、障がいの特性に応じて、適切

に対応していただける病院が市内にあったらと切に願います。 

 そこで、障がいのある方への、医療・福祉・教育における支援体制についてお尋

ねします。 

（１）通常級に在籍する障がいのあるお子さんにも、積極的に個別の支援計画 

を作成し、学校と保護者が連携してより適切な支援を行えるように、全 

教職員を対象に研修を行ってほしいのですが、いかがでしょうか。 

（２）人事異動の度に、障がいの状況や支援についての情報提供を一からしなく

ても済むように、各支所または各保健センターに、障がい者専門相談員を

配置し、同じ職員が１０年から２０年という長期にわたって、相談支援を

行っていただけるような人事の工夫をしていただくのは、いかがでしょう
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か。 

（３）久喜市内の医師に、障がい者の診察・治療に関する知識を積極的に学んで

いただく研修制度を定め、久喜市内で積極的に対応していただける医療機

関を増やしていただきたいのですが、いかがでしょうか。また、障がい者

の診察・治療に関する知識を持つ病院を広く周知していただきたいのです

が、いかがでしょうか。 

 平成２８年４月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、いわ

ゆる「障害者差別解消法」が施行されます。その施行に合わせて、久喜市が差別の

ない、障がい者や、その保護者にとって、さらに優しい街になるよう強く願ってい

ます。 

 私の質問は以上です。 

 

○森木真奈副議長 

  桜井直美議員の質問に対する答弁を求めます。 

教育長。 

 

 〔柿沼光夫教育長登壇〕 

 

○柿沼光夫教育長 

私の方から、桜井直美議員の（１）のご質問に対してご答弁を申し上げます。 

 障がいのある子どもたちへの教育、特別支援教育は、学校教育の原点というべき

もので、最も重視されるものと考えております。従いまして、全教職員がこのこと

を十分理解し、日々の教育にあたらなければなりません。 

ご質問の「個別の教育支援計画」は、特別な教育的支援を必要とする子どもたち

に対し適切な支援を行うために、教育・福祉・医療・労働等の関係機関が連携して

支援するための計画であります。 

 各学校では、これまでも特別支援学級に在籍する子どもたちだけでなく、通常 

学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする子どもたちにも、その必要に応じて

「個別の教育支援計画」を作成するよう努めております。この作成に際しましては、

校長会等を通じて、保護者や関係機関との連携が重要であることなどを指導して 

おります。 

また本年度、教育委員会では、特別支援学級担任を中心に「個別の教育支援計画」
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に係わる研修会を実施し、その充実に努めているところであります。 

 さらに、各学校においては、特別支援教育の重要性に鑑み、県立特別支援学校  

特別支援教育コーディネーター等を講師に招いての全教職員対象の研修会などを

実施しております。 

 しかしながら、特別支援教育に関する理解や指導・支援については、まだ十分と

はいえない状況にあると認識しております。特に、現在小中学校は大量退職の時期

にあり、経験の浅い教職員が増加しております。 

このようなことから、「個別の教育支援計画」の作成や、その実現のための指導

技術を身に付けられるよう、今後も研修の充実に努め、障がいのある子もない子も、

共に豊かな人生を送ることのできるインクルーシブ教育を推進してまいります。 

 

○森木真奈副議長 

市長。 

 

 〔田中暄二市長登壇〕 

      

○田中暄二市長 

続いて、私からは、桜井直美議員の（２）及び（３）のご質問に対してご答弁を

申し上げます。 

 ます、（２）のご質問でございます。 

 障がい者専門相談員の配置についてでございます。 

現在、本市では、障がいのある方やそのご家族等の相談につきましては、障がい

者福祉課及び各総合支所福祉課において、職員が心身の状態や家庭環境などを  

お聞きするほか、個人台帳や支援経過記録等にて情報を共有し、個別のニーズに 

対応できるよう、丁寧な支援に努めているところでございます。 

 また、より専門的な情報の提供・助言を行うため、幸手保健所管内４市２町が  

共同で、５つの指定相談支援事業所へ委託し、連携を図りながら相談支援を行って

おり、本市内には、この内３つの相談窓口がございます。 

 今後も、各指定相談支援事業所や関係機関と連携を密に図りながら、障がいの 

ある方への継続的な支援に努めてまいります。 

 ご提案をいただきました、「障がい者相談支援専門員」の配置につきましては、

障がいのある方のライフステージに応じた支援を、長期に渡り継続的に行うには 
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有効であると考えるところでございますけれども、人材の確保や経費的な課題も 

ございますことから、今後、研究してまいりたいと存じます。 

 次に、職員の配置についてでございます。 

専門性の高い部署における職員の配置につきましては、保健師や社会福祉士等の

専門職を中心に、その専門性を生かせるよう、同一部署に比較的長い期間従事でき

るよう、人員配置に努めているところでございます。 

その一方で、同じ福祉分野であっても、様々な部署を職員に経験させ、より多く

の知識を習得させながら、人材育成を図っていくことも重要な要素の一つであると

考えております。  

 引き続き、これらの考え方に基づき、専門職員の採用及び育成を図ることにより、

市民サービスが充実・強化できるよう努めてまいります。 

次に、（３）のご質問についてでございます。 

 障がいのある方々の医療機関の受診につきましては、設備のバリアフリー化や 

障がいの特性に応じた診察や治療が望まれるところでございますが、障がいの状態

によりましては、十分な対応が難しいという場合があるものと考えています。  

 現在、厚生労働省が、平成２８年４月の「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律」の施行に向け、障がい者に対する不当な差別的取り扱いや、合理的な

配慮の基本的な考え方、事業者における研修・啓発などを盛り込んだ医療関係事業

者向けの対応指針（案）を作成しているところでございます。 

本市といたしましては、国の対応指針が作成された後、久喜市医師会を通じて 

市内の医療機関に対し、対応指針に即した適切な対応を依頼すると共に、埼玉県 

医師会等において対応指針に基づく研修が開催される際には、積極的な参加を働き

かけるなど、障がいのある方もない方も、すべての市民の方が安心して医療を受診

できる地域医療体制の充実に努めてまいります。 

 次に、障がい者の診察・治療が可能な病院の周知についてでございますが、現在、

市ホームページの「健康･福祉」の「医療機関を探す」のサイト内に、県の医療   

機能情報提供システムをリンク先として掲載し、対応しております。本システムは、

埼玉県内の医療機関や薬局を、目的･条件に合わせて検索でき、診療科目や診療  

時間のほか、対応できる治療内容や、聴覚･視覚障がい者対応や車椅子の利用の  

有無などが検索可能となっております。 

しかしながら、本システムは市民の方々への周知が十分ではなく、ホームページ

の掲載場所も分かりづらいことから、障がい者への対応可能な医療機関の周知と 
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いたしましては、医療・障がい両分野に分かりやすい表示を行うなど、周知方法の

工夫に努めてまいりたいと考えております。 

 

○森木真奈副議長 

以上で、桜井直美議員の質問を打ち切ります。 

これをもって、２０１５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。 

 

◎女性議会議長挨拶 

 

○森木真奈副議長 

これより、２０１５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。 

 

〔網野光議長登壇〕 

 

○網野光議長 

皆様、こんにちは。 

議長を務めさせていただきました網野光です。本日ここに、２０１５久喜市いき

いき女性議会が開催されたことに対し、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。私たち女性議会議員は、

学業や仕事、そしてボランティア活動など、日頃、それぞれ異なった環境で活動  

しています。今回、女性議会議員として、一人ひとりが市政について学び、考え、   

そして身の周りに暮らしにくいところはないか、久喜市をよりよくするためには  

どうしたらよいのか、といったことをそれぞれの視点で見つけてまいりました。  

本日、一般質問をさせていただきましたが、田中市長様、柿沼教育長様から話を  

伺い、久喜市について理解を深めることができたと思います。 

私たち女性議員１４人は、議会という場において、自分の考えや思い、意見を  

述べる貴重な経験をさせていただきました。この経験を、これからの活動に活かし、

それぞれの場所でがんばっていきたいと思います。 

また、私たちの様々な要望や提案などを今後の市政運営に取り入れていただき 

ますよう、心よりお願い申し上げます。 

最後に、この度の女性議会の開催にあたりまして、田中市長様、柿沼教育長様を
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はじめ、井上市議会議長様、女と男いきいきネットワーク久喜の皆様、さらには  

市執行部の方々の温かいご理解とご支援を賜りましたことに心より感謝申し上げま

して、私のご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

いきいきネットワーク久喜会長挨拶 

 

○森木真奈副議長 

続きまして、２０１５久喜市いきいき女性議会の共催者であります女と男いき 

いきネットワーク久喜の倉持睦子会長の挨拶をお願いいたします。 

 

〔倉持睦子会長登壇〕 

 

○倉持睦子会長 

ただいまご紹介をいただきました、女と男いきいきネットワーク久喜会長の倉持

睦子です。 

２０１５久喜市いきいき女性議会の閉会にあたり、ご挨拶を申し上げます。 

女性議員の皆様、本日は大変お疲れさまでございました。このような議場で発言

されることは、とても緊張されたことと思いますが、こうしてお顔を拝見いたしま

すと、どなたも充実感にあふれていらっしゃるように感じます。 

本日は、公募や団体からの推薦のほか、市内５つの高校から推薦されました皆  

さんにご参加をいただき、幅広い年代の皆様による女性議会となりました。 

女性議員の皆様のご質問は、それぞれの立場や実体験を踏まえた発言であり、  

市政に対する意識の高さを強く感じました。堂々と発言される皆様のお姿は、大変

すばらしかったと思います。 

さて今年は、我が国が女子差別撤廃条約を批准してから 30 年という年にあたり

ます。今の社会では、法律や制度のうえで、目に見えるはっきりとした女性差別は、

ほとんどなくなりました。 

しかし、本当に平等になっているでしょうか。 

法の整備が進んでも、私たちのまわりには、平等でない部分がまだまだ潜んで  

いるような気がいたします。それは、性別を理由に役割を決めたり、物事を考え   

たりすることが、私たち自身の意識の中にも、まだ残っているからではないでしょ

ひと  ひと 

ひと   ひと 

ひと  ひと 
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うか。 

女性も男性も平等で、ともに輝きながら豊かな人生を送ることができる社会を 

実現させる手がかりは、私たち一人ひとりの意識の中にあるのだと思います。 

女性議員の皆様は、本日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。これから

訪れるさまざまなチャンスに、男だから、女だからではなく、自分らしくチャレン

ジし続けていっていただきたいと思います。 

さて、私が参加しております、「女と男いきいきネットワーク久喜」について    

少しお話させていただきます。私どもネットワークは、久喜市内で活動する女性  

団体及び各種のグループや個人が相互の交流、情報交換を通して、自らの力をつけ、

エンパワーメントし、ゆたかな社会づくりを目指して、男女共同参画社会の形成に

寄与することを目的にゆるやかなつながりにより活動している団体です。学習会の

開催や会報の発行などの他に、毎年６月には、久喜市との共催により、男と女の   

つどいを開催させていただき、多くの皆様に私たちの活動状況をご案内させていた

だいております。 

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

あることから、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させていただきましたことは、

私を含め、会員にとりまして、大変有意義な機会となりました。 

今後も、市と力をあわせて男女共同参画推進に努めてまいりたいと考えており 

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、井上市議会議長を

はじめ、柿沼教育長、市執行部の皆様方に厚くお礼申し上げますとともに、本日、

ご参加の女性議員の皆様の益々のご活躍とご健勝をご祈念申し上げ、女と男いき 

いきネットワーク久喜代表のあいさつとさせていただきます。 

 

◎閉会 

 

○森木真奈副議長   

これをもちまして、２０１５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。 

 

ひと   ひと 

ひと   ひと 

ひと  ひと 
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○岡野晴一議会事務局長 

ご起立願います。お疲れ様でした。 

 

 

（終了 午後１時５６分） 
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２０15 久喜市いきいき女性議会 議員名簿  (議席番号順、敬称略) 

番

号 
氏  名 

区

分 
所属団体名 質問事項 

1 
【 議長 】 
あみの ひかる 
網野 光 

高

校 
県立久喜高等学校 

地域福祉・地域ボランティアの充実 

（高齢者福祉）について 

2 
いいやま さやか 

飯山  彩 
高

校 
県立久喜北陽高等学校 

 

3 
いしづか みゆき 

石塚 美有紀 
高

校 
県立久喜工業高等学校 市道久喜 11号線の安全対策について 

4 
おがわ ふみこ 

小川 フミ子 
団

体 
久喜市母子愛育連合会 

「命の大切さの授業」を市内の小中学校 

で実施することについて 

5 
おくの けいこ 
奥野 桂子 

団

体 

久喜市ボランティア 

団体協議会 

久喜市の高齢者、また、一人暮らしの方

への取り組みについて 

6 
かなざわ まい 

金澤  舞 
高

校 
県立鷲宮高等学校 防犯体制の強化について 

7 
 くぼ  たちこ 

久保 たち子 
団

体 

青少年育成推進員 

協議会 
青少年育成推進協議会の統合に向けて 

8 
さくらい なおみ 
桜井 直美 

団

体 

久喜市栗橋手をつなぐ 

育成会 

障がいのある方への医療・福祉・教育に

おける支援体制について 

9 
さとう みずき 
佐藤 瑞紀 

高

校 
県立栗橋北彩高等学校 道路・公共交通の整備・充実について 

10 
しらいし えいこ 
白石 榮子 

団

体 

久喜市民生委員・児童 

委員協議会 
子育てしやすいまちづくりについて 

11 
せき なおこ 
関 直子 

団

体 
久喜市栗橋連合婦人会 久喜市の子育て支援の取り組みについて 

12 
たむら あきこ 
田村 晶子 

団

体 

久喜オリーブの会 

女(ひと)と男(ひと)いき

いきネットワーク久喜 

東京理科大学跡地利用について 

13 
ながしま かずえ 

長島 一枝 
団

体 
久喜市交通安全母の会 通学路の安全・安心対策について 

14 
ながの   さえこ 

永野 佐江子 
団

体 

久喜市久喜婦人会 

連合会 
久喜市の公民館の利用時間帯について 

15 
【副議長】 
もりき  まな 

森木 真奈 

公

募 
  公教育における政治教育の充実について 

 


