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応招・不招議員 

 

応招議員 １８名 

 

１番 池田
い け だ

 稔子
よ し こ

   議員 

 

２番 市川
いちかわ

 夏
か

鈴
りん

   議員 

 

３番 江連
え ず れ

 貴美子
き み こ

  議員 

 

４番 島田
し ま だ

 文代
ふ み よ

   議員 

 

５番 柿沼
かきぬま

 寛子
ひ ろ こ

   議員 

 

６番 川岸
かわぎし

 恵子
け い こ

   議員 

 

７番 小口
こ ぐ ち

 果
か

恵
え

   議員 

 

８番 近藤
こんどう

 冨
ふ

美子
み こ

  議員 

 

９番 佐藤
さ と う

 怜子
れ い こ

   議員 

 

１０番 岡安
おかやす

 桃
もも

花
か

    議員 

 

１１番 鈴木
す ず き

 清子
き よ こ

    議員 

 

１２番 平
たいら

 彩乃
あ や の

     議員 

 

１３番 高橋
たかはし

 愛佳
あ い か

    議員 

 

１４番 田中
た な か

 朋子
と も こ

    議員 

 

１５番 長門
な が と

 ひかる   議員 

 

１６番 長谷川
は せ が わ

 容子
よ う こ

   議員 

 

１７番 水野
み ず の

 若葉
わ か ば

     議員 

 

１８番 山根
や ま ね

 未夢
み ゆ

     議員 

 

 

不応招議員 なし 
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２０１９久喜市いきいき女性議会 

 

令和元年１０月２８日（月曜日） 

 

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  市川
いちかわ

 夏
か

鈴
りん

     議員 

     ２番  岡安
おかやす

 桃
もも

花
か

      議員 

     ３番  長谷川
は せ が わ

 容子
よ う こ

    議員 

     ４番  島田
し ま だ

 文代
ふ み よ

      議員 

     ５番  佐藤
さ と う

 怜子
れ い こ

      議員 

○ 休 憩 

○ 再 開 

○ 市政に対する質問 

６番  田中
た な か

 朋子
と も こ

     議員 

７番  川岸
かわぎし

 恵子
け い こ

      議員 

８番  水野
み ず の

 若葉
わ か ば

      議員 

９番  平
たいら

 彩乃
あ や の

       議員 

１０番  長門
な が と

 ひかる    議員 

１１番  江連
え ず れ

 貴美子
き み こ

    議員 

○ 休 憩 

○ 再 開 

○ 市政に対する質問 

１２番  近藤
こんどう

 冨
ふ

美子
み こ

    議員 

１３番  柿沼
かきぬま

 寛子
ひ ろ こ

     議員 

１４番  池田
い け だ

 稔子
よ し こ

     議員 

１５番  山根
や ま ね

 未夢
み ゆ

      議員 

１６番  高橋
たかはし

 愛佳
あ い か

     議員 

１７番  小口
こ ぐ ち

 果
か

恵
え

      議員 

１８番  鈴木
す ず き

 清子
き よ こ

     議員 

 

６．女性議長挨拶 
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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（１８名） 

 

１番 池田
い け だ

 稔子
よ し こ

   議員 

 

２番 市川
いちかわ

 夏
か

鈴
りん

   議員 

 

３番 江連
え ず れ

 貴美子
き み こ

  議員 

 

４番 島田
し ま だ

 文代
ふ み よ

   議員 

 

５番 柿沼
かきぬま

 寛子
ひ ろ こ

   議員 

 

６番 川岸
かわぎし

 恵子
け い こ

   議員 

 

７番 小口
こ ぐ ち

 果
か

恵
え

   議員 

 

８番 近藤
こんどう

 冨
ふ

美子
み こ

  議員 

 

９番 佐藤
さ と う

 怜子
れ い こ

   議員 

 

１０番 岡安
おかやす

 桃
もも

花
か

    議員 

 

１１番 鈴木
す ず き

 清子
き よ こ

    議員 

 

１２番 平
たいら

 彩乃
あ や の

     議員 

 

１３番 高橋
たかはし

 愛佳
あ い か

    議員 

 

１４番 田中
た な か

 朋子
と も こ

    議員 

 

１５番 長門
な が と

 ひかる   議員 

 

１６番 長谷川
は せ が わ

 容子
よ う こ

   議員 

 

１７番 水野
み ず の

 若葉
わ か ば

    議員 

 

１８番 山根
や ま ね

 未夢
み ゆ

     議員 

 

○ 欠席議員 なし 
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○ 市側の出席者 職・氏名 

 

市長             梅田
うめだ

 修 一
しゅういち

   

 

副市長           川 上
かわかみ

 和宏
かずひろ

   

 

教育長           柿沼
かきぬま

 光夫
みつお

  

 

総務部長          中村
なかむら

 貴子
たかこ

   

 

財政部長          小林
こばやし

 広
ひろ

昭
あき

  

 

市民部長          市川
いちかわ

 竜
たつ

哉
や

   

 

環境経済部長       田口
たぐち

 勝夫
かつお

  

 

福祉部長          中村
なかむら

 晃
あきら

   

 

健康・子ども未来部長  山
やま

﨑
ざき

 智子
ともこ

  

 

建設部長          武井
たけい

 保
たもつ

   

 

菖蒲総合支所長      田中
たなか

 弘子
ひろこ

 

 

栗橋総合支所長      川島
かわしま

 正光
まさみつ

   

  

鷲宮総合支所長      杉村
すぎむら

 正
ただし

  

 

上下水道部長        遠藤
えんどう

 利
とし

明
あき

  

 

教育部長           野原
のはら

 隆
たかし
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○ 女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜の出席者 職・氏名 

 

会 長     内海
うつみ

 弘美
ひろみ

  

 

副会長     倉持
くらもち

 睦子
むつこ

   

 

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  上 條
かみじょう

 哲
あき

弘
ひろ

 

 

事務局職員 

 局   長   関口
せきぐち

 康
やす

好
よし
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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 篠
しの

﨑
ざき

節子
せ つ こ

理事 

皆様、おはようございます。  

これより、２０１９久喜市いきいき女性議会の開会セレモニーを開催いたします。 

私は、このいきいき女性議会を久喜市と共催で開催いたします、女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワ

ーク久喜の理事、篠﨑節子でございます。いきいき女性議会開会までの間、進行役を務め

させていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

◎市長 挨拶 

 

○司会 

それでは、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、梅田
う め だ

修一
しゅういち

久喜市

長から、ご挨拶をいただきたいと存じます。 

梅田市長、よろしくお願いいたします。 

 

 〔梅田修一市長登壇〕 

 

○梅田修一市長 

皆様、おはようございます。ただいまご紹介いただきました、久喜市長の梅田修一でご

ざいます。 

いきいき女性議会議員の皆様におかれましては、本日ご多忙のところ、「2019 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、多大なるご理解とご協力をいただいておりま

すことに、厚くお礼申し上げます。 

この「いきいき女性議会」は、男女共同参画社会づくりの一環といたしまして、女性の市

政参加への意識啓発を図るとともに、女性の視点からとらえた意見や要望、提案などを市

政に反映させることを目的に、隔年で開催しているものでございます。 

本日お集まりの議員の皆様におかれましては、事前の打合せや９月の定例市議会を

傍聴されるなど、今日に至るまで様々な準備をされてきたと伺っております。 
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本日は、皆様からのご質問に対しまして、市の考えや現状について、ご答弁をさせてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

近年、少子高齢化や人口減少が進む中で、活力ある社会を維持・発展させるためには、

女性の活躍の推進を着実に進め、誰もがその能力を発揮して活躍できる社会の実現が

求められております。 

そのためには、男女ともに仕事と生活の両立を支援する制度や長時間労働の是正等

の多様な働き方改革の推進など、職場における環境整備の取り組みが重要であります。 

本市における働き方の見直しや子育てしやすい職場環境づくりに向けた意識改革への

取り組みといたしましては、私をはじめ、副市長、教育長、そして課長補佐級以上の職員

が「イクボス宣言」を行い、職場で共に働く部下の仕事と生活の両立とキャリア形成を応援

するための取り組みを進めているところです。 

市が率先して「イクボス宣言」をすることにより、事業所の意識改革にもつながるものと

考えております。 

なお、本市の平成３０年度内おける男性職員の育児休業取得率は、４３．８％でござい

まして、平成２９年度内取得率１８．８％から２５ポイント上昇したところでございます。この

ように年々、職場における男性職員の育児参加に対する理解が深まるとともに、男性職

員の意識も向上していると認識しております。 

また、平成３１年４月１日現在の本市における女性管理職の割合につきましては、２０．

１％でございまして、令和元年７月に埼玉県が公表している女性管理職の割合の１０．

２％を９．９ポイント、本市が上回っている状況でございます。 

さて、先の台風１９号では、これまでに経験したことがない大雨の影響により、各地で想

定を上回る自然災害に見舞われるなど、各地で避難所生活を余儀なくされていらっしゃる

方が大勢いらっしゃいます。 

本市においては、大規模災害とは至りませんでしたが、荒川や利根川の急激な水位の

上昇により、氾濫危険水位を超えたことから、市内全域に避難勧告を発令いたしました。

多くの方々が避難所に避難するなど、不安な時を過ごされたことと存じます。 

災害に対する備えや避難への意識が課題となっておりますが、万が一避難所での生活

をせざるを得なくなった場合の避難所につきましては、高齢者や介護が必要な方、障がい

をお持ちの方、妊産婦や乳幼児を含め、被災者一人ひとりの多様性に合わせた対策や支

援が必要であり、男女共同参画の視点を取り入れた、避難所運営が求められております。 

男女共同参画社会の実現には、決して行政の力だけで成し得るものではなく、市民や

事業者の皆様と力を併せてこそ実現するものでございます。 
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議員の皆様におかれましては、この女性議会への参加を機会に、市の審議会や事業

等に積極的にご参画いただき、男女共同参画社会の推進に向けてご支援、ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

結びに、いきいき女性議会の議員をご推薦いただきました各団体及び各学校関係者の

皆様には、女性議会開催の趣旨をご理解いただき、ご配慮を賜りましたことに感謝申し上

げますとともに、運営にあたりご協力をいただいております関係各位に感謝を申し上げま

して、「2019久喜市いきいき女性議会」開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会 

ありがとうございました。 

 

◎市議会議長 挨拶 

 

○司会 

続きまして、このいきいき女性議会にご後援をいただいております久喜市議会を代表い

たしまして、久喜市議会議長上 條
かみじょう

哲
あき

弘
ひろ

様より、ご挨拶をいただきたいと存じます。 

 

〔上條哲弘議長登壇〕 

 

○上條哲弘議長 

皆様、改めまして、おはようございます。ただいまご紹介をいただきました、久喜市議会

議長の 上條 哲弘 と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本日ご参会の皆様方には、日頃より、市議会に対し、ご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

本日、「２０１９久喜市いきいき女性議会」の開催にあたりまして、市議会を代表して、一

言ご挨拶を申し上げます。 

この「久喜市いきいき女性議会」は、女性の市政参画への意識啓発を図るとともに、女性

の視点からとらえた意見や要望、提案などを市政に反映することを目的に開催されている

ところでございます。 

近年、あらゆる分野において、女性の活躍が一層必要とされているところであり、すべて

の女性が、個性と能力を発揮できる社会を実現するためには、女性が機会を捉えて、ご自
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分たちの意見を述べるということは、大変重要であると考えております。 

本日の女性議会における市政に対するご質問は、その意味からも大変貴重なご意見・ご

提案になるものと確信しております。 

さて、市議会は、市長が提案した議案の審議・決定や、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、市民の皆様の声を聞き、提案する機能を持っております。

皆様の声を市政に反映させるため、引き続き、鋭意努力して参りますので、引き続き皆様

方のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

本日の「いきいき女性議会」は、女性議員の皆様にとりましても貴重な経験になるかと思

います。どうかこの経験を、皆様のこれからの活動に活かしていただければと思います。 

結びに、本日ご参会の皆様方の、ご健勝、ご多幸をご祈念申し上げまして、久喜市議会

からのご挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○司会 

ありがとうございました。 

 

◎女性議員の紹介 

 

○司会 

ここで､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  池田
い け だ

 稔子
よ し こ

   議員 

 

２番  市川
いちかわ

 夏
か

鈴
りん

    議員 

 

３番  江連
え ず れ

 貴美子
き み こ

  議員 

 

４番  島田
し ま だ

 文代
ふ み よ

   議員 

 

５番  柿沼
かきぬま

 寛子
ひ ろ こ

   議員 

 

６番  川岸
かわぎし

 恵子
け い こ

   議員 

 

７番  小口
こ ぐ ち

 果
か

恵
え

   議員 

 

８番  近藤
こんどう

 冨
ふ

美子
み こ

  議員 
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９番  佐藤
さ と う

 怜子
れ い こ

    議員 

 

１０番 岡安
おかやす

 桃
もも

花
か

    議員 

 

１１番 鈴木
す ず き

 清子
き よ こ

    議員 

 

１２番 平
たいら

 彩乃
あ や の

     議員 

 

１３番 高橋
たかはし

 愛佳
あ い か

    議員 

 

１４番 田中
た な か

 朋子
と も こ

    議員 

 

１５番 長門
な が と

 ひかる   議員 

 

１６番 長谷川
は せ が わ

 容子
よ う こ

  議員 

 

１７番 水野
み ず の

 若葉
わ か ば

    議員 

 

１８番 山根
や ま ね

 未夢
み ゆ

    議員 

 

以上、２０１９久喜市いきいき女性議会議員のみなさまです。 

 

◎執行部等の紹介 

 

○司会 

続きまして、本日出席しております「久喜市執行部」、「議会」関係者皆様及び「女
ひと

と男
ひと

い

きいきネットワーク久喜」を、ご紹介をさせていただきます。 

先ほど、ご挨拶をいただきました梅田修一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上條哲弘様でございます。 

本日の「いきいき女性議会」を久喜市と共催で開催します、「女と男いきいきネットワー

ク久喜」から、 

内海
う つ み

 弘美
ひ ろ み

  会長でございます。 

倉持
く ら もち

 睦子
む つ こ

  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。 
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引き続き、市執行部に戻りまして、 

川上
かわかみ

 和宏
かずひろ

  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。 

中村
なかむら

 貴子
た か こ

   総務部長でございます。 

小林
こばやし

 広
ひろ

昭
あき

   財政部長でございます。 

市川
いちかわ

 竜
たつ

哉
や

   市民部長でございます。 

田口
た ぐ ち

 勝夫
か つ お

    環境経済部長でございます。 

中村
なかむら

 晃
あきら

    福祉部長でございます。 

山
やま

﨑
ざき

 智子
と も こ

    健康・子ども未来部長でございます。 

武井
た け い

 保
たもつ

    建設部長でございます。 

田中
た な か

 弘子
ひ ろ こ

    菖蒲総合支所長でございます。 

川島
かわしま

 正光
まさみつ

   栗橋総合支所長でございます。 

杉村
すぎむら

 正
ただし

    鷲宮総合支所長でございます。 

遠藤
えんどう

 利
と し

明
あき

    上下水道部長でございます。 

野原
の は ら

 隆
たかし

     教育部長でございます。 

関口
せきぐち

 康
やす

好
よし

   議会事務局長でございます。 

                   

◎正副議長の紹介 

 

○司会 

続きまして、議長並びに副議長の選出に移りたいと存じます。 

議長、副議長の選出につきましては、去る８月２３日に開催いたしました、第１回事前説

明会におきまして、立候補により、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の 鈴木 清子 議員でございます。 

副議長の 長谷川 容子 議員でございます。 

なお、午前は、鈴木 清子 議長に、午後は、長谷川 容子 副議長に、議長の職務をお
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願いしております。 

 

続きまして、本日は、手話通訳として、お二人の方にご協力をいただいております。 

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

たします。 

以上で、開会セレモニーを終了いたします。 

皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 それでは、これから、女性議会に入らせていただきます。鈴木議長は、議長席にお着き下

さい。 

 

〔鈴木清子議長、関口康好議会事務局長登壇〕 

〔篠﨑節子理事 執行部側席に移動〕 

 

◎議長着席 

（開議 午前９時２０分） 

                                    

◎開会の宣告 

 

○関口康好議会事務局長 

ご起立願います。おはようございます。 

ご着席ください。 

 

○鈴木清子議長     

ただいまの出席議員 １８名であります。 

定足数に達しておりますので、これより、２０１９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  

 

○鈴木清子議長      
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これより直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程の報告 

 

○鈴木清子議長 

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 

 

○鈴木清子議長 

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  池田 稔子議員、 

１５番  長門 ひかる議員、 

以上２名であります。 

          

◎会期の決定 

 

○鈴木清子議長     

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。２０１９久喜市いきいき女性議会の会期は、本日１日間といたします。

これにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声あり ） 

 

○鈴木清子議長     

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 

 

○鈴木清子議長 
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日程第５、市政に対する質問をお受けいたします。 

初めに、市川夏鈴議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

２番 市川夏鈴議員。   

 

〔市川夏鈴議員登壇〕 

 

○市川夏鈴議員 

２番 市川夏鈴です。久喜市の幼児教育の取り組みについて質問させていただきます。 

私は４人姉妹で、周囲からはよく珍しいと言われることが多く、日頃から少子化が進んで

いることを身近に感じていました。少子化が深刻化し、社会問題となっている今、令和元年

の１０月から幼児教育の場では、保育料無償化等が始まったりと、幼児教育も徐々に見直

されているのを感じます。私の母は保育士で、常日頃から保育士という仕事の忙しさを見て

いたので、身近な市の幼児教育の在り方について興味を持つようになりました。現在では

保育料等の無償化だけでなく、幼稚園や保育園などの設備の充実や、地域と密着した教

育など、幼児教育の内容の充実までが、求められているところだと思います。そして、幼児

教育の充実と共に、保育士など教育に携わる方々の働きやすい環境づくりと言うのも必要

なのではないかと感じます。 

また、私は今年の４月から平成国際大学に通い始め、久喜市の自然の豊かさに触れる

ことも多くなりました。子どもの内から自然に触れられる環境があるのは良い経験になり、

その経験から学ぶことも多いと思うので、この久喜市の自然の豊かさを教育にも活かせな

いかと考えました。 

これらのことから、久喜市の幼児教育の取り組みについて伺います。 

（１） 現在、久喜市における待機児童の数はどれくらいなのでしょうか。もしいるとすれば、

その待機児童の問題を解消するために、市ではどのような取り組みをして行っていま

すか。 

（２） 久喜市は自然が豊かですが、自然と子ども達が触れ合えるような取り組みを市で何

か行っていますか。 

私の質問は以上です。 

 

○鈴木清子議長 

市川夏鈴議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 
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〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

市川夏鈴議員のご質問に対して、順次ご答弁させていただきます。 

はじめに、（１）でございます。 

近年、本市におきましては、待機児童が生じており、全ての児童の受け入れを進めること

が課題となっています。このため、本市では民間事業者主導による施設整備を促進して、

利用定員の拡大に努めているところでございます。 

そのような中、平成３１年４月１日には、０歳児から２歳児までの児童を受け入れる小規

模保育事業所が新たに３ヶ所開所し、利用定員が５７人に拡大したところでございますが、

なお待機児童が２２人生じているところでございます。このようなことから、令和２年４月１日

には、更に小規模保育事業所が２ヶ所開所し、利用定員が３８人拡大する予定でございま

す。今後とも待機児童の解消に向け、継続的に利用定員の拡大を図って参ります。 

次に、（２）でございます。 

保育所等におきましては、園児が実際に自然に触れる体験を通して、自然への愛情を持

つとともに、身近な動植物への接し方を考えることにより、命あるものを大切にする気持ち

を育むことが求められております。 

このため、各園におきましては、野菜の栽培やいも掘りを体験するほか、生き物の飼育

や園外保育による小動物との触れ合いなどの活動を取り入れながら、保育を実施している

ところでございます。 

今後におきましても、子どもたちが、保育を通して本市の豊かな自然に触れ合えるよう、

引き続き様々な取り組みを行ってまいりたいと考えております。 

 

○鈴木清子議長 

以上で、市川夏鈴議員の質問を打ち切ります。 

次に、岡安桃花議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１０番 岡安桃花議員。   

 

〔岡安桃花議員登壇〕 

○岡安桃花議員 

１０番 岡安桃花です。交通安全対策の取り組みについて質問します。 
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私は、古河市から栗橋北彩高等学校に自転車で通学しています。 

私は、中学時代に同じ中学の生徒が自転車で交通事故にあってしまった経験があります。

テレビなどのニュースでも、同じ高校生が交通事故で怪我をしたり、死亡したりという話をよ

く耳にします。交通事故の問題が多くなっている現在、少しでも事故を防止し、事故件数を

減少させるための対策が必要不可欠な課題となっていると思います。 

そのような背景を考えながら通学していると、全体的に視界が良くない交差点があったり、

夜になると暗くなったりと、少し危険ではないかと感じることが何度かあります。また、例え

ば JR栗橋駅の東側の商店街は、歩道も途中で途絶えており、自転車の進路を変更せざる

を得ない場所があります。その他にも自転車と歩行者、自動車がともに通行するには怖い

と感じることが少なくありません。私以外にも自転車で通学している生徒は多くおり、交通安

全については非常に気になるところであります。 

そこで、久喜市の交通安全対策に関する取り組みについて、質問させていただきます。 

（１） 現在、利根川橋から栗橋北彩高等学校までの通学路をはじめとして、全体的にミラ

ーや街灯が少ないように感じます。視界や明るさの確保は交通安全の推進に重要

かと思いますので、今後の整備計画について教えていただけますでしょうか。 

（２） また、同じく栗橋北彩高等学校付近の地域について、自転車通行帯が少ないよう

に感じます。自転車通行帯は全国的にも交通安全のために導入が進められている

ものであり、今後の整備計画について教えていただけますでしょうか。 

最後に、交通事故は発生してからでは遅いということもあります。私たち高校生を含め、

地域の人々が安心して暮らせることが何より大切だと思いますので、以上２点の質問とさせ

ていただきます。私の質問は以上です。 

 

○鈴木清子議長 

岡安桃花議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

岡安桃花議員のご質問に対して、順次ご答弁申し上げます。 

はじめに、（１）でございます。 

本市では、地域の安全、安心の確保を図るため、防犯灯や道路反射鏡（カーブミラー）を
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それぞれの設置基準に基づき、設置しております。 

防犯灯の設置基準といたしましては、設置場所が、原則市道であること、通学路であるこ

と、住宅地域内であること、他の防犯灯及び道路照明灯から一定の距離が確保されている

こと、灯具を設置するための電柱があることなどでございます。 

また、道路反射鏡（カーブミラー）の設置基準といたしましては、信号機が設置されていな

い交差点で左右又は片方の見通しの悪い場所や道路がカーブしていて、見通しが悪く安全

確保が困難な場所などでございます。 

防犯灯及び道路反射鏡の設置につきましては、地域の実情等を把握されている地元区

長から、毎年、設置要望書の提出をいただき、担当者が現地調査等を実施した上、設置基

準に照らして、設置場所を決定しております。 

このような状況のもと、栗橋地区での過去３年間の設置実績を申し上げますと、防犯灯

につきましては、平成２８年度２０基、２９年度１９基、３０年度１７基設置し、道路反射鏡（カ

ーブミラー）につきましては、平成２８年度１８基、２９年度１６基、３０年度１６基設置してまい

りましたが、なかなか全ての要望には、対応できていないところでございます。 

今後につきましても、栗橋駅から栗橋北彩高校までの通学路も含め、地元行政区の皆

様の要望を伺い、地域の安全、安心を確保するため、設置基準に基づき、順次設置を行っ

てまいりたいと考えております。 

 次に、（２）でございます。 

 自転車専用通行帯が整備されている路線といたしましては、市内に県道幸手久喜線と

県道六万部久喜停車場線などがございます。 

また、現在、整備を進めております栗橋地区と鷲宮地区を結ぶ幹線道路の佐間・八甫線

や久喜地区の幹線道路、都市計画道路久喜東停車場線や平沼和戸線におきまして、自転

車専用通行帯の設置に向け、警察や関係機関と協議を行っているところでございます。 

今後におきましても、これらのような道路幅員、道路の幅が広い幹線道路を整備する際

には、自転車専用通行帯を設置してまいりたいと考えております。 

 

○鈴木清子議長 

以上で、岡安桃花議員の質問を打ち切ります。 

次に、長谷川容子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１６番 長谷川容子議員。   

〔長谷川容子議員登壇〕 
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○長谷川容子議員 

１６番 長谷川容子です。 

私は、仕事上様々な方とマンツーマンでの話をする機会がございます。その中に、父母

とは別居ですが同地区に住むある家庭があります。その息子夫婦は共に仕事を持つ身で、

特に妻は病院で看護師をしております。４人の子どもを持つ息子夫婦です。 

この子ども達は、上の小学生達は、学童保育、また幼い子どもは保育所にて毎日を送っ

ております。上の子ども達の学業外の様々なスクールへの送迎は、近くに住む母が行い、

妻の仕事の都合では、学童保育や保育所の迎えを行っておりました。父母も出来る限り息

子夫婦に対しては支援をしておりましたが、妻が５人目の赤ちゃんを出産する際、病院の方

は３か月の産休をいただきましたが、この間、学童保育や保育所は受け入れを中止させら

れたそうです。 

私自身も２人の息子がおりますが、それぞれが４歳、２歳から母子家庭で育てて参りまし

た。当時は保育所は夕方４時までで、１時間の延長保育もありましたが、費用もかかり、私

の仕事は夜の７時半ごろでないと帰宅できませんでした。私は懸命に子ども達と向き合い、

接して、夕方４時に迎えに行き、自宅に子ども達を置き、再び仕事に戻るという日々を過ご

した経験がございます。しかしながら、こんな過酷なことを、現代の若い家庭に強いてはい

けないと当然考えるわけでございます。少子化が問題になっている昨今、これらのことを解

決せずに子育て支援をうたっているようですが、着眼点を幅広く見直して考えていただきた

いと思います。 

定められている仕組みは承知しておりますが、若い家庭が安心して長く暮らしていける

久喜市を目指している、市としての取り組みを考えていただきたいと思います。 

そこで、 

（１） 保育所の確保（市立、民間）の充実を図っていただけないものでしょうか。 

（２） 市として、学童保育の充実を図るため、１つの提案ですが、小学校の放課後の教室

あるいは体育館または図書館を利用し、教師とは別に職員を確保して配置をしては

いかがでしょうか。 

（３） 保育所や学童保育への入所について、子どもの人数の状況により、行政の判断基

準を設け、優遇処遇にて対処できるように出来ないものでしょうか。 

最後に、我々の次世代を担ってくれるであろう大切な子ども達を、子育て支援の枠を超え

て充実を図り、埼玉県久喜市が子育て支援の司令塔になるようなアイディアや工夫をもっ

ていただきたいと思います。 

若い家庭が安心して長く住める久喜市を目指していただきたいと考えます。私の質問は
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以上です。 

 

○鈴木清子議長 

長谷川容子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

 〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

長谷川容子議員のご質問に対して、順次ご答弁申し上げます。 

はじめに、（１）でございます。 

本市には、公立保育所６園、民間保育所３０園がございますが、近年は待機児童が生じ

ており、すべての児童の受入れを進めることが課題となっております。 

このため、民間事業者主導による施設整備を促進し、利用定員の拡大に努めているとこ

ろでございます。 

平成３１年４月１日には、０歳児から２歳児までの児童を受け入れる小規模保育事業所

が新たに３ヶ所開所し、利用定員が５７人拡大したところでございます。 

また、令和２年４月１日には、小規模保育事業所がさらに２か所開所し３８人の利用定員

が拡大する予定となっているところでございます。 

このように、本市におきましては、市民の皆様が希望する保育所等が利用できるよう、継

続的に利用定員の拡大を図っているところでございます。 

次に、（２）でございます。 

本市の放課後児童クラブ、いわゆる学童保育の状況につきましては、共働き世帯の増加

や核家族化等により、利用する児童数が増加傾向にあります。 

このような利用児童の増加に対しまして、新たな施設の建設や小学校内の余裕教室に

学童保育室を整備するほか、小学校との協議により、体育館や授業で利用していない時間

帯の特別教室の活用など、よりよい保育環境の確保に努めているところでございます。 

放課後児童クラブは、放課後における児童の健全な育成を図るという児童福祉の考え

方に基づいて運用している事業でありますことから、保育士等の資格を有する放課後児童

支援員という職員を配置し、児童の健全育成につながる保育に努めているところでござい

ます。 

次に、（３）でございます。 
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本市では、第２子以降の出産のため母親が産前休暇を取得するより前に、その兄や姉

が保育所等に入所している場合、母親が育児休業終了後に同じ勤務先に復職することな

どを条件として、最長で新たに生まれた子の２歳の誕生日の前日まで、保育所等に継続し

て入所することができることとしております。 

また、放課後児童クラブにつきましては、近年、入所する児童数が増加している状況にあ

る中、本市におきましては、待機児童を発生させないことが重要であると考えており、利用

を希望する世帯の子どもの数に関わらず児童を預けることができるよう、施設整備を進め

てまいりたいと考えております。 

 

○鈴木清子議長 

以上で、長谷川容子議員の質問を打ち切ります。 

次に、島田文代議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

４番 島田文代議員。   

 

〔島田文代議員登壇〕 

 

○島田文代議員 

４番 島田文代です。久喜市の在日外国人への取り組みについて質問いたします。 

私は民生委員、児童委員を拝命して、６期１８年目になります。今まではのどかな菖蒲町

でしたが、先日外国人同士の事件がありました。普段の日常を振り返ると、この地域でも外

国人の方が生活し就労されている姿を多く見かけるようになりました。久喜市内の大型商

店施設やコンビニエンスストアに行くと、勤務をされている人や家族連れで買い物をしてい

る外国人の姿をよく見かけます。 

そこで、この地域にどれくらいの在留外国人が生活しているのか。また、久喜市で暮らす

外国人へどのような取り組みを行っているのかについて、以下のことを伺います。 

（１） 就学児童もいると思いますが、学校給食についてお尋ねします。外国人の方はそ

れぞれ信仰している宗教が異なると思われます。宗教によっては食べられないもの

があると思います。例えば、イスラム教にはハラルがあると思われますが、そのこと

に対して市はどのように指導されていますか。 

（２） 外国の人が生活している場合、地域の人との軋轢が生じることがあると思います。

そういうことは一般的な日本社会でのルールの問題であり、その一例としてゴミの

分別が考えられますが、そのことに対して市としてはどのように指導されています
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か。 

（３） 国の外国人受け入れに対して、市は積極的に受け入れることを考えているのか、

それとも現状維持を目指すのか、市の考えをお伺いしたいと思います。 

私の質問は以上です。 

 

○鈴木清子議長 

島田文代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 

島田文代議員の（１）のご質問に、私の方から先にご答弁申し上げます。 

本市の小・中学校に通う児童生徒数は、令和元年５月１日時点で１０，６６４人であり、こ

のうち、外国籍の児童生徒の人数は１２４人、割合は約１．２％となっております。 

イスラム教では、戒律や生活習慣により、豚肉を食べることが禁止されているなど、宗教

上の理由による食材の制限は多種多様でございます。 

現在、本市では、４人の方から宗教上の理由により学校給食での配慮を希望されており

ますが、これらの方々に対しましては、献立ごとに使用する食材や調味料の配合などを詳

しく記載した詳細献立表を配布し、保護者に確認をしていただいた上で、献立の内容に応じ

副食の一部を持参していただくなどの対応を行っているところでございます。 

学校給食は、児童生徒にとって楽しみな時間であるとともに、望ましい食習慣を学ぶ食

育の時間でもありますので、今後とも、児童生徒や保護者のご意見をお伺いし、共通理解

を図りながら、対応してまいりたいと考えております。 

 

○鈴木清子議長 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

教育長に引き続き、島田文代議員の（２）、（３）のご質問に対して順次ご答弁申し上げま
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す。 

はじめに、（２）でございます。 

久喜市のゴミの収集と処理につきましては、久喜市と宮代町で構成する久喜宮代衛生組

合において行っており、ゴミ分別の指導等につきましても同組合で行っております。 

外国人の方への対応といたしましては、ごみの分別や収集日などを記載した「家庭ごみ・

資源物収集カレンダー」を、英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語の４ヶ国語で作成して

おり、必要な方に配布しております。 

この「ごみカレンダー」につきましては、久喜宮代衛生組合のホームページにも掲載して

おり、スマートフォンなどからも確認することができます。 

また、皆様の家庭から出されたゴミが分別されていないことから、ゴミを収集できない場

合がございます。 

このような場合につきましては、分別されていないゴミの中から、ゴミを出した方のお住ま

いやお名前が特定できるものを確認し、個人が特定できた場合は、久喜宮代衛生組合の

職員がその方に直接お会いして、正しいごみの分別や出し方などについてご説明しており

ます。直接お会いできない場合でも注意文書を送付し、改善をお願いしているところでござ

います。 

また、個人が特定できない場合であっても、アパートやマンションなどの集合住宅から出

されたゴミであれば、集合住宅の管理会社に連絡をして、住人の方にゴミの分別や収集日

について、周知いただくようお願いしております。 

そのほかの集合住宅以外の集積所に出されたゴミにつきましては、状況によりゴミが出

された地区の区長や廃棄物減量等推進員とご相談をしながら対応しているところでござい

ます。 

次に、（３）でございます。 

わが国は、世界のどの国も経験したことのない少子高齢化が進行し、労働力不足が懸

念されております。 

このような中、国では、人材の確保が困難な産業分野における技能を有する外国人の受

入れを図るため、出入国管理法を改正し、平成３１年４月１日に施行しました。 

本市においても、外国籍市民の人口は、平成３１年４月１日現在２，９００人、令和元年 

１０月１日現在では、３，０５０人となり、６か月で１５０人増加しております。 

このように、本市でも多くの外国籍市民の方が生活しておりますことから、地域社会の一

員として共に生きていくことが必要であると考えております。今後、地域の中で暮らしやすい

環境づくりを促進し、多様な人々が活躍できる共生のまちづくりに取り組んでまいります。 
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○鈴木清子議長 

以上で、島田文代議員の質問を打ち切ります。 

次に、佐藤怜子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

９番 佐藤怜子議員。   

 

〔佐藤怜子議員登壇〕 

 

○佐藤怜子議員 

９番 佐藤怜子です。久喜市の高齢者の社会参画について質問させていただきます。 

日本での平均寿命は世界の中で長い間、第一位となっております。先月、厚生労働省は

全国の１００歳以上の高齢者が７１，２３８人と発表いたしました。来る２０２５年には団塊の

世代が７５歳以上となり、国民の３人に１人が６５歳以上を迎えると言われています。かつて

世界のどの国も経験したことがない超高齢社会に直面することとなります。そのための

様々な支援事業が実施されておりますが、総体的な問題に比重が置かれる余り、高齢者

一人ひとりの抱える不安や心配事からは乖離しているところがあるように思われます。 

今年４月の久喜市の総人口１５３，４０７人の内、６５歳以上の人口は４５，４７１人、なお 

２０２５年には４７，７４３人と推定されますが、高齢者の皆さん誰もが「この街に住んで本当

に良かった」そう思えるような斬新な政策が必要と考えます。かつて９０歳と９８歳の両親を

見送り、また周囲のご年配の方々の近況を知るにつけ、高齢者の幸せ、高齢者の人権に

ついて深く考えるようになりました。 

ここにご紹介いたします A さんご夫婦はお二人とも８８歳を超えつつも元気で生活をして

いましたが、ある日突然、夫が意識を失い倒れました。遠方に住む子どもさんは、すぐ駆け

つけることはできません。そこで懇意にしている近くのお宅に助けを求め、救急車要請をい

たしました。B さんご夫婦の場合は、８５歳の妻が認知症の傾向のため施設入所となり、８８

歳になる夫が独り住まいを余儀なくされました。他市に住む娘さんが時折様子を見に来る

そうです。なお、内閣府の２０１６年、一人暮らしの意識調査で「高齢者が一人暮らしをする

理由」の中で、最も多い項目では「頼れる人がいない」となっています。高齢者の皆さん方

は、体調不良に加え、遠方に居住する子ども、近隣との付き合いの希薄化など幾つかの要

因が重なり、高齢者の孤立化が懸念されているところですが、そのような方々にとって、買

物・食事・通院・交通機関など、日常生活の中において複数の心配事と不安を抱えていま

す。人生の晩年を豊かなものにしていくために、高齢者自身が高齢者問題の自治組織を結
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成し、自分たちの意見を述べる場が必要と考えます。 

そこで、次の質問をさせていただきます。 

（１） 高齢者による自治組織を設立し、高齢者の発表意見を参考に政策を検討した上、

実現することは考えていますか。 

（２） 今まで、高齢者の皆さんの意見を伺う機会はありましたか。また、「いきいき女性議

会」のような「高齢者議会」あるいは、「高齢者サミット」のような位置づけは予定し

ていますか。 

（３） 近い将来、高齢者の人口推移の統計解析からどのような問題がありますか。なお、

高齢者の自死の統計はどのようになっていますか。 

最後に、高齢者問題を基に新しい地域の交流の場となるような人育ての文化が発展し、

年輩の方や幼児、体の不自由な方々の弱い人たちに寄り添える街、時には関心を寄せる

若者に参加を促し、共に高齢の方の在宅生活を支えていく社会は、若年期から高齢期に備

えた準備教育ともなります。そして、住民同士が助け合う地域づくりを目指し、やがて年齢

を重ねた若者たちが高齢者となったとき、久喜市に住んでいることを誇りに思えるような、

高齢者の方たちの笑顔と住みよい久喜の発展を希求する者の一人として、意見を述べさせ

ていただきました。 

私の質問は以上です。 

 

○鈴木清子議長 

佐藤怜子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

佐藤怜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）と（２）につきましては関連がございますので、一括してご答弁申し上げま

す。 

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるために、高齢者の皆様のご意見を

伺い、市政に反映することは、大変重要なことであると考えております。 

本市では、高齢者による自主的な組織として、高齢者の生きがいづくりや健康づくりを目

的に、様々な活動を行っている「彩愛クラブ」いわゆる老人クラブが、市内各地域に６２クラ
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ブございます。また、生涯学習の一環として様々なカリキュラムに取り組んでいる高齢者大

学を実施しており、令和元年度は、１学年から４学年まで計１８２名の方が在籍しております。

これらの活動には、私も参加させていただいており、その場で高齢者の皆様のご意見等を

伺っているところでございます。 

さらに、高齢者の方に限定してはございませんが、日ごろ市政に対して考えていること、

感じていることなどをご意見としていただく「市民の声」や、未来を見据えたまちづくりについ

て、私が直接ご意見を伺う機会であります「タウンミーティング」なども実施しております。 

また、「久喜市総合振興計画」、「久喜市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」等を策定

する際には、「パブリックコメント」などを実施して、市民の皆様からのご意見を募集している

ところでございます。 

ご質問の「高齢者議会」や「高齢者サミット」など、高齢者に特化した事業の実施の予定

はございませんが、現在活動している団体や地域で行われている様々な事業を通じて、高

齢者の皆様のご意見等をお聞きし、引き続き、市政に反映させてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、（３）でございます 

本市の６５歳以上の高齢者は、平成３１年４月１日現在４万５，４７１人で、高齢化率は２９.

６％でございます。 

市町村合併直後の平成２２年４月１日現在の６５歳以上の高齢者は３万１，７１７人で、高

齢化率は２０．２％でございましたので、高齢者人口、高齢化率とも増加しております。 

今後の高齢者人口の推計でございますが、「久喜市高齢者福祉計画・第７期介護保険

事業計画」では、本市の高齢者は２０２５年（令和７年）まで増加し、その際、７５歳以上の後

期高齢者の割合が、前期高齢者の割合を上回る見込みとなっております。 

このように、後期高齢者の方が増加することに伴い、一人暮らしの高齢者や高齢者のみ

の世帯の割合も増加すると考えられます。 

これらの推計から、今後も高齢者人口の増加が見込まれ、特に後期高齢者の割合が増

えることで、医療や介護のサービスを必要とする方への対応が課題になると考えておりま

す。 

本市では、このような課題に対応するため、高齢者が要介護状態となっても、住み慣れ

た地域で自分らしく暮らし続けることができるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援が

包括的に確保される体制として、地域包括ケアシステムの構築を進めており、社会全体で

高齢者を支え合える仕組みづくりに取り組んでいるところでございます。 

また、高齢者の要介護状態への進行を予防するため、家に閉じこもりがちな高齢者等に
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対しましては、市内２４会場で週１回健康チェックや趣味活動等を行う「いきいきデイサービ

ス」を実施しているほか、久喜市社会福祉協議会の事業ではございますが、誰もが気軽に

集まり、お茶飲みなどを通じて孤立防止や仲間づくり等を行う「ふれあい・いきいきサロン」

などを実施し、各地域で多くの高齢者の皆様にご参加いただいているところでございます。 

高齢者の皆様が、これらの事業に参加していただくことにより、孤立感が解消され、日々

の生活に張りが出るほか、高齢者の見守りにもつながっていると考えております。 

最後に、高齢者の自死についてでございますが、厚生労働省自殺対策推進室の資料に

よりますと、本市の平成２５年から平成２９年の５年間における自殺者の総数は、１４２人で、

このうち６０歳以上の方は６７人、４７．２％となっております。 

 

○鈴木清子議長 

以上で、佐藤怜子議員の質問を打ち切ります。 

ここで休憩いたします。１０時２０分から再開いたします。 

 

（休憩 午前１０時０４分） 

 

（再開 午前１０時２０分） 

      

○鈴木清子議長 

再開いたします。 

次に、田中朋子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１４番 田中朋子議員。   

 

〔田中朋子議員登壇〕 

 

○田中朋子議員 

１４番 田中朋子です。質問をさせていただく前に、今回の質問のきっかけとなった、私の

体験についてお話させていただきます。 

私には４人の男の子の子どもがいます。一番上の子が６歳になるまで一人っ子だと思っ

ていたため、あまり経済的な負担を気にすることなく子育てに関する費用を支払っていまし

た。ところが、２人目、３人目、４人目と子どもが増えていくにつれ、子育てや教育に対する

経済的負担が非常に大きいという感覚が強まりました。 



28 

 

子どもの出生率の低下により、これから出産する家庭へのサービスは充実してきている

ように思います。一方、すでに多子世帯として子ども達が就学中の家庭につきましては、高

校生の授業料や医療費等、所得制限により援助が受けられない家庭もあります。今後、す

べての家庭が子どもを授かってよかったと思える機会を実感できるようなサービスが充実さ

れることを希望します。 

そこで私は、久喜市の多子世帯への子育て支援について、３点質問させていただきます。 

子どもを授かった妊婦は妊娠の期間中、体調の悪くなることがあります。特に絶対的に

安静を必要とする場合があり、上に子どもがいて子育てをしながら安静にすることは大変

難しいという時があります。 

久喜市では第２子以降の妊娠中、母体安静のための時など、上の子どもを市内保育園

の一時保育で預かってもらうことができます。私もそのような時、ありがたく利用させていた

だいたことがありました。 

一時保育は現在、久喜市内の公立、私立の保育園８園で行っているサービスです。一日

の利用料は施設により異なりますが、長い妊娠期間中複数にわたり一時保育を利用した

場合、出産費用に加えて大きな負担がかかってきてしまいます。 

そのような場合においての、子育て妊娠世帯に久喜市としての支援策があるとありがた

いと考えます。 

また、子どもを出産した直後に、市役所に提出しなければならない様々な出産や出生に

関わる手続きがありますが、出産のたびに大変だなと感じています。例えば、色々な申請

用紙に住所や氏名など、同じことを繰り返し書かなくてはならず、子どもを授かるたびにもう

少し簡単になればいいなと思っていました。出産後の大変な時期にたくさんの申請はなる

べく簡単に、せめて Web 上で「申請専用フォーム」などから手続きができると大変ありがた

いと思います。 

このようなことから、 

（１） 第２子以降の妊娠中のサポートの充実や、出産や出生に関わる手続きの簡素化は

できますでしょうか。お伺いします。 

次に、二つ目の質問です。他地域の自治体によっては、子育てをしている家庭に対し、

いろいろなサービスを提供している例があります。特に中学生以下の子どもが３人以上い

る多子世帯において、通常の子育て応援サービスに更に追加のサービスが受けられる取

り組みがなされている事例があります。 

静岡県藤枝市では「子育てをするなら藤枝」というキャッチコピーのもと、市内の様々な公

的施設の利用料などの減免を受けることができる「多子世帯子育て応援パスポート」を発
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行しています。多子世帯の家庭には大変うれしい事業をされていると思います。久喜市でも

そのようなサービスがあると、子どもが沢山いても施設の利用がしやすくなり、多子世帯が

増えるのではないかと考えます。 

このようなことから、 

（２） 中学生以下の子どもが３人以上いる世帯に対し、「多子世帯子育て応援パスポート」

のような、施設の利用料などを免除するような支援策を検討していただけますでしょ

うか。お伺いします。 

次に、三つ目の質問として、現在、我が家の長男は公立高校２年生です。バス、電車、バ

スと乗り継ぎ毎日学校に通っています。通学における交通費用や授業料、教科書代や行事

などに必要な諸費用など、高校では多くの費用がかかります。 

しかし、所得制限がある世帯は高校の授業料が無償とはならず、多子世帯にとっては大

変負担が多いのが現状です。また高校生は医療費も無償ではありません。 

このようなことから、 

（３） 高校生の授業料や定期代、大学受験費用、医療費等について、多子世帯は所得に

よらず、支援していただくことは可能ですか。 

私自身が生まれ育ったこの久喜市において、このような取り組みについて前向きな対応

を検討していただき、多くの子ども達に教育や福祉の機会を与えられる、活き活きとした家

庭環境の構築につながる支援の充実を図っていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

私の質問は以上です。 

 

○鈴木清子議長 

田中朋子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

田中朋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）からさせていただきます。 

本市では、第１子、第２子以降の妊娠に関わらず、各保健センター内に設置しております

「子育て世代包括支援センター」において、保健師や助産師が妊娠、出産に関するご相談
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に応じるとともに、妊婦健康診査の助成、ママ・パパ教室、妊婦訪問等を通じてサポートを

行っております。 

また、第２子以降の出産に当たり、上のお子さんの支援に関する相談をお受けした場合、

相談内容に応じた支援事業や担当課をご案内するとともに、円滑に相談が進められるよう、

相談者と担当課との取次ぎを行っているところでございます。 

今後も必要とする支援が適切に提供できるよう、関係課との連携体制の強化に努めてま

いります。 

次に、出産に伴う諸手続きの簡素化についてであります。 

出生時の手続きといたしましては、出生届の提出の他に子ども医療費の登録申請や児

童手当の認定請求などがあります。   

例えば、児童手当の認定請求につきましては、児童を養育している父母等の所得金額

等により請求者が異なったり、単身赴任などにより主たる養育者が児童と別居している場

合には、請求先が異なることがございます。 

このように、窓口において、ご家族の状況をお伺いしたうえで対応する必要がありますこ

とから、今後も、手続きの簡素化は難しい状況でございます。ご面倒とは存じますが、個別

に手続きをしていただきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

次に、（２）でございます。 

中学生以下のお子様が３人以上いる世帯に対する子育て支援としましては、市内に引き

続き１年以上住民登録があり、第３子以降の子を出産した女性に対して第３子５万円、第４

子１０万円、第５子以降２５万円の祝金を支給させていただく「すくすく出産祝金支給事業」

や、第３子以降のお子様を出生された世帯を対象に最大５万円分の様々な子育てサービ

スを提供する「３キュー子育てチケット」などがございます。 

また、今年度新たに、児童生徒が３人以上いる保護者に対し、３人目以降の学校給食費

の全額を補助する「学校給食費補助事業」を実施し、更なる子育て支援の充実に努めてい

るところでございます。 

ご質問の「多子世帯子育て応援パスポート」のような支援策を実施することは現段階で

は考えていないところでございますが、多子世帯の皆様を含め、全ての子育て世帯の皆様

が安心して子育てができるような支援策を、今後もしっかりと研究していきたいと考えており

ます。 

次に（３）でございます。 

高校生や大学生等への本市の支援といたしましては、経済的な理由により修学が困難

な方に対して、入学準備金又は奨学金の貸付けを行っております。 
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この貸付を受けるためには、久喜市民であり市税を滞納していないことや、入学準備金

の調達又は学費の支出が困難なこと、連帯保証人が１人得られることなど、久喜市入学準

備金・奨学金貸付条例で規定する資格要件を満たしている必要がありますが、こちらの方

は所得制限はございません。 

また、子ども医療費支給事業につきましても、対象年齢を１５歳年度末までとしておりま

すが、多子世帯に限らず全ての受給世帯に対して所得制限はございませんので、入学準

備金及び奨学金の貸付を含めて、全ての方がご利用できる制度となっている状況でござい

ます。 

 

○鈴木清子議長 

再質問をお受けいたします。 

田中朋子議員。 

 

〔田中朋子議員登壇〕 

 

○田中朋子議員 

それでは、再質問をさせていただきます。 

所得制限がある世帯は高校の授業料が無償とはならず、多子世帯にとっては大変負担

が多いのが現状です。また、高校生は医療費も無償ではありません。 

今後、授業料無償化をすべての高校生へと範囲を広げていただくことを検討していただ

けないでしょうか。また、医療費無償化を高校生まで拡大していただくことを検討していただ

けないでしょうか。これらの多子世帯への子育て支援について是非国や県に要望していた

だけないでしょうか。 

私の質問は以上です。 

 

○鈴木清子議長 

田中朋子議員の再質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

 

○梅田修一市長 
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それでは、田中朋子議員、再質問ありがとうございました。 

高等学校の授業料につきましては、「高等学校等就学支援金制度」において、所得要件

の目安である年収約９１０万円未満の世帯の生徒に対しましては「就学支援金」を支給する

ことにより、国が支援を行っているところでございます。 

 ご質問の授業料無償化につきましては、機会を捉えさせていただきまして、国や県にしっ

かりと要望させていただきたいと思っております。 

本市の子ども医療費支給事業につきましては、通院分、入院分ともに中学校卒業まで拡

大するとともに、入院時の食事代の全額助成、また市内指定医療機関における保険診療

医療費の窓口払い廃止を実施させていただきまして、子育て家庭の経済的負担の軽減と

子育てしやすい環境の整備を図り、子育て支援に努めているところです。 

 子ども医療費支給事業につきましては、お子様と保護者が安心して医療機関に受診でき

るよう、取り組むべき課題と認識しているところではございますが、本市独自で対象年齢を

拡大するということにつきましては、相当の財政負担が伴うので、現状では難しいものと認

識しております。 

 しかしながら、子ども医療費にかかる国や県への要望につきましては、補助対象年齢の

拡大等につきましては、引き続き継続してしっかりと要望させていただきたいと思います。 

 

○鈴木清子議長 

以上で、田中朋子議員の質問を打ち切ります。 

次に、川岸恵子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

６番 川岸恵子議員。   

 

〔川岸恵子議員登壇〕 

 

○川岸恵子議員 

６番 川岸恵子です。 

私は、特定非営利活動法人あかりの代表として、障がい児・者の福祉事業を運営してお

ります。障がい者総合支援法のもと、障がいがあっても生涯を通して地域で安心して暮らし

続けるための地域づくりの構築を目指しております。 

全ての障がいを持つ人がその年齢に即した充実した毎日を送ることと、将来に対しての

希望をもって生きることができるようにと思いを馳せながら、約１４年運営してきました。この

１４年活動する中で、少しずつ障がい児・者に対する社会の受け入れは良くなってきている
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ように感じています。 

しかし国及び地方公共団体の多くの機関において確認、計上に誤りがあり、法定雇用率

が達成されていない状況が長年にわたり継続していたことが明らかになりました。また民間

の企業においても、法定雇用率２．２％が課せられているにもかかわらず、障がい者を全く

雇用していない企業が多くある状況であることが表面化しています。私どもが運営している

障がい者就労施設に通う障がいのある方々は、日々一生懸命作業をされながら、自身の

力を向上させ一般就労を目指している方が多くいらっしゃいます。その方たちの希望に答え

られるように久喜市においても市としての雇用を増やしていただくこと、また市内の民間企

業においても障がい者を受け入れやすくするためのシステム作りが大切と考えています。   

そこで私は久喜市の障がい者雇用についてお尋ねいたします。 

（１） 現在、久喜市の公共施設において正規職員として雇用されている障害のある方は

何人ですか。また、雇用率はどのくらいになりますか。 

（２） 正規職員として公共施設で雇用されている障害のある方はどのような仕事をされ

ていますか。またどのような障害のある方ですか。 

（３） 今後の障がい者雇用について久喜市としてどのような取り組みをされる予定です

か。障がい者に対しての支援及び市内の民間企業に対するアプローチについて教

えてください。 

（４） 久喜市内の民間企業における障がい者雇用の状況を教えてください。 

仕事をすることは、誰にとっても自分に自信を持つことができる貴重な経験です。大人と

しての自己実現に結びつく人生で最も大切なものと言えると思います。 

障がいに対する理解が進んでいないことで、その大切な機会を与えられていない障がい

のある方が今も多くいらっしゃいます。 

働く場としても障がいのある人が職場にいることは、障がいのある人を一緒に働く仲間と

して認めることで障がい者理解が進む大きな機会となります。そして障がい者差別の軽減

に結びつき、合理的配慮が広がる機会となります。 

人は年を取れば、誰も目や耳や足腰に何かしらの障がいを持つようになります。どんな

状態になっても安心して暮らし続けることのできる社会が、本来人が目指すべき社会だと考

えています。そういう社会を作っていくためにも、障がい者雇用にしっかりと取り組んでほし

いと思っております。 

私の質問は以上となります。 

 

○鈴木清子議長 
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川岸恵子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

川岸 恵子議員のご質問に対しまして、順次ご答弁申し上げます。 

はじめに、（１）でございます。 

国では、障がい者の雇用確保のため、事業主に対して従業員の一定割合以上の障がい

者の雇用を義務付けており、地方自治体につきましては、２．５パーセントの法定雇用率が

定められています。 

本市につきましては、正規職員のうち、障がいのある職員は、令和元年６月１日現在１９

人であり、障害者雇用率は３．３４パーセントとなっておりまして、法定雇用率を達成してい

る状況でございます。 

次に、（２）でございます。 

障がいのある正規職員の仕事内容につきましては、職員個々の障がい特性や本人の希

望などを踏まえた上で配属先を決定しており、全ての業務において他の正規職員と協力し

ながら行っているところでございます。 

職員の障がいの種類につきましては、肢体不自由や内臓疾患などの身体障がいと、精

神障がいになります。 

本市では、障がいについての正しい知識や理解を深めるため、ハローワークが開催して

いる「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を管理職の職員が受講したり、職員を

対象とした手話研修などを実施しているところであります。 

今後もこれらの取り組みを行いながら、障がいの有無に関係なく働きやすい職場環境の

整備に努めてまいりたいと考えています。 

次に（３）でございます。 

本市では、障がい者の就労機会の拡大を図るとともに、自立と社会参加の促進を図るた

め、平成１６年６月に近隣自治体に先駆けて、ふれあいセンター久喜内に障がい者就労支

援センターを設置いたしました。 

就労支援センターには、就労相談員を配置し、就労に関する相談、職業の適性評価をは

じめ、受入れ企業の開拓などを行っており、企業に対しましては実習支援のほか、障がい

者を受け入れる際のアドバイスを行うなど、障がい者の就労に関して総合的な支援を実施
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しております。 

さらに、平成２８年度には、発達障がいなどを含む精神障がい者の職場定着の向上を目

的として、久喜駅周辺に障がい者就労支援センター・サテライトを設置し、就労支援の拡充

に努めているところでございます。 

また、現在市内には、社会福祉法人などが運営する障がい者就労支援事業所が１１か

所あり、就労支援センターと連携して、障がいの特性に応じた支援や訓練を行うことで、就

労支援の充実を図っております。 

今後につきましても、障がい者就労支援センターを中心に、就労支援事業所や企業など

との連携を強化しながら、障がい者の就労や職場定着の向上に向けた取組みを推進して

まいります。 

次に、（４）でございます。 

障がいのある方が、地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」を実現

するため、従業員が一定数以上の規模の事業主には、法定雇用率以上の障がい者を雇

用する義務がございます。 

この制度に基づき、従業員４５．５人以上の民間企業は、平成３０年４月１日から、国や地

方公共団体とは異なり、２．２％が障がい者の法定雇用率となっているところでございます。 

市内の企業における障がい者雇用の状況についてハローワーク春日部に確認したとこ

ろ、自治体ごとの集計は行ってないとのことでありましたが、埼玉県全域における平成３０

年６月１日現在の雇用障害者数は１４，５０４．５人、障害者雇用率につきましては、２．１

５％であるとのことでございました。 

また、ハローワーク春日部は、本市、春日部市、幸手市、白岡市、杉戸町及び宮代町の

６自治体を管轄しており、管内における平成３０年６月１日現在の雇用障害者数は７４５人、

障害者雇用率は２．７４％であるとのことでございました。 

 

○鈴木清子議長 

再質問をお受けいたします。 

川岸恵子議員。 

 

〔川岸恵子議員登壇〕 

 

○川岸恵子議員 

ありがとうございました。再質問をさせていただきます。 
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さきほど、久喜市でお勤めの障がい者の方、身体の方、精神の方、聴覚障がいの方など

いらっしゃると思うのですが、現在は発達障がいの方がとても多いので、そういう方たちは

対応によってお仕事が出来ると思います。発達障がいの方に対する仕事へのアプローチ、

そして知的障がいが入っていなかったのですが、知的障がいの方たちも関りによってお仕

事が出来ると思いますので、そちらの方のアプローチはどうなのかということ。 

そして就労支援センターに就労支援員さんがいらっしゃると伺いましたけれども、就労支

援センターの支援員さんの人数等を教えていただけますでしょうか。そのお仕事内容なども

教えていただければと思います。以上です。 

 

○鈴木清子議長 

川岸恵子議員の再質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

 

○梅田修一市長 

それでは、川岸恵子議員さんの再質問にお答えをさせていただきます。 

本市の障がい者雇用に対しましては、川岸恵子議員ご指摘のとおり、様々な障がい者の

形態がございますので、今後知的障がいであったり発達障がいの方々も含めまして、でき

るだけ雇用の機会を拡大できるように努めてまいりたいと考えているところでございます。 

就労支援員の人数につきましては、バックヤードで調べておりますので、もう少し時間を

いただきたいと思います。 

 

○鈴木清子議長 

それでは休憩いたします。 

１１時から再開いたします。 

 

（休憩 午前１０時５０分） 

 

（再開 午前１１時００分） 

 

○鈴木清子議長 
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再開いたします。 

川岸恵子議員の再質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

 

○梅田修一市長 

それでは川岸恵子議員さんの再質問にお答えをさせていただきます。 

就労支援センターにおける、相談員の人数と細かな業務内容についての質問だったかと

思います。 

現在、就労支援センターには就労相談員が３名常駐で配置をされているとのことでござ

います。就労に関する相談や、職業の適正評価をはじめ、受入企業の開拓などを行ってい

ます。そして、企業に対しましては、就労相談員さんがジョブコーチとして入ってくださいまし

て、実習支援のほか、障がい者を受けるときのアドバイスなどを行っているとのことでござ

います。障がい者の就労を希望されている方と、受け入れを希望される企業側とのマッチン

グが進むように総合的な支援を実施しているということですので、ご理解をいただきたいと

思います。 

 

○鈴木清子議長 

以上で、川岸恵子議員の質問を打ち切ります。 

次に、水野若葉議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１７番 水野若葉議員。   

 

〔水野若葉議員登壇〕 

 

○水野若葉議員 

１７番 久喜工業高校より来ました、水野若葉です。私は今回交通安全対策の充実につ

いて質問をさせていただきます。 

質問をさせていただく前に、私の所属している放送部についてお話させていただきます。

「放送部」と聞いただけでは一見楽そうではありますが、実は結構ハードでもあります。行事

とアナウンスや司会はもちろんのこと、放送部も他の部活動のように大会があります。大き

く分けると、春の大会のＮＨＫ杯、秋の大会の総文化祭の２つになります。それぞれの大会
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に向けて日々発声練習や筋トレ、滑舌練習に取り組んでいます。 

本校では、大会と同じ時期に体育祭や文化祭、中間テストが重なるため大会の練習と体

育祭等の用意を同時に行うため、帰り時間がどうしても遅くなります。 

それでは、ここで質問に移らせていただきます。 

帰り時間が遅くなると、空が暗くなり、スピードを出して走る車が増えます。また、駅へ近

づくに連れて送迎の車が増えます。久喜駅東口のロータリー付近には、停車する車が多い

ため、それに伴い、その車を避けて走る車と、通り抜けに使う車がたくさん行き来します。ス

ピードを出していなくても、歩行者が多く反対車線から来る車が多いので、とても危険であ

ると思いました。 

最近では、歩行者、登下校中の小学生、お散歩へ向かう保育園児及び幼稚園児へ車が

突っ込む事故が多発しているように感じられます。私が提示したい質問のロータリーを過ぎ

交番横の行ったところの細い道は、駅へ向かう歩行者は勿論のこと、公園がすぐそばにあ

るため小さい子や老人、ベビーカーを押している女性が多く見受けられます。そこで私は、

質問をしたいと思います。 

（１） 歩行者と車を分けるポール及びミラーなどを設置することはできないでしょうか。 

やはり、お互いに気を付けていても事故は起きてしまうものだと思います。ですが最近は、

運転中にもかかわらず「ながら運転」や、歩行者ではイヤホンをしたり、同じく「ながらスマホ」

等不注意極まりないと思いました。事故が起きたときのみ世間は気にしますが、やはり時間

が経てば皆忘れていくものではないかと私は感じます。 

最後に、子どもでも大人でも事故は不運と言う一言で片づけられるほど呆気なく一瞬にし

て起こることだと思うのです。これからの社会、無人運転さえ存在していってしまう時代がや

ってきます。つまり、事故が起きてしまうことで責任問題も多発していってしまうのではない

のかと考えました。だからこそ、今できる最善であり安全なまちづくりをしていきたいと思い、

今回の質問を考えました。 

以上で私の質問を終わりにします。 

 

○鈴木清子議長 

水野若葉議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 
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○梅田修一市長 

水野若葉議員のご質問に対しまして、ご答弁をさせていただきます。 

ご質問をいただきました久喜駅東口駅前の道路につきましては、幅員、道路の幅が狭い

状況でありまして、駅を利用される方や、駅から高校などに向かう方、そして、通過車両な

どによりまして、交通量の大変多い路線であると認識をしています。 

このため、今年度におきましては、当該箇所の安全対策として、グリーンベルトの引き直

しを行ったところでございます。 

しかしながら、久喜駅東口の交番脇から東橋（あずまばし）付近が、特に朝夕、歩行者と

車両の通行が多いため、さらに歩行者の安全対策を講じる必要があるものと考えています。 

そのようなことから、早急に、ポールの設置等、実施してまいりたいと考えておりますので、

今しばらくお待ちをいただければと思います。 

 

○鈴木清子議長 

以上で、水野若葉議員の質問を打ち切ります。 

次に、平彩乃議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１２番 平彩乃議員。   

 

〔平彩乃議員登壇〕 

 

○平彩乃議員 

１２番 平彩乃です。私は災害時における避難所の運営について質問させていただきま

す。 

最近、自然災害のニュースをよく目にします。９月の台風では、千葉県で大規模な停電、

断水、通信障害が起こりました。携帯電話を充電するために避難場所へ行く人や、救援物

資をもらいに行く人、給水車を利用しなければならない人もたくさんいました。テレビでは、

避難所に避難してきた大人や子どもが救援物資を運ぶ姿などを連日、目にしました。 

私の通っている久喜北陽高校も避難所に指定されています。もし、学校にいる間に地震

や災害が起き、交通機関が動かなくなってしまったら家に帰れなくなり、学校に泊まるという

状況になるかもしれないなど、いろいろなことを考えました。学校が避難所となった場合、ど

のようになるのか想像もできません。そして、私が避難場所にいたとして何ができるだろう

かと思いました。 

そこで、災害時における避難所の運営について伺います。 
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（１） どういったレベルの災害で学校が避難所になるのですか。 

（２） 学校にいる間に災害が起きた場合、学生も被災者となりますが、避難場所にすで

にいるわけなので、何か行動することはありますか。 

（３） 今後、学校内だけの防災訓練だけでなく、市民の方が避難してくるといった、もっと

実践的な訓練のような計画はありますか。 

最後に、自然災害の多い日本に住んでいる以上、いつ災害が起こるかはわかりません。

しかし、それに対しての備えと、人々との協力や助け合いが必要だと私は思います。私の

質問は以上です。 

 

○鈴木清子議長 

平彩乃議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

平彩乃議員のご質問に対しまして、順次ご答弁申し上げます。 

はじめに、（１）でございます。 

市内にある小学校・中学校・高等学校につきましては、全ての学校を指定避難所として

位置付けをさせていただいております。 

指定避難所は、避難した市民等を災害の危険性がなくなるまで、又は災害により家に戻

れなくなった市民等を一時的に滞在させるための施設でございます。 

そのため、市が避難に関する情報を発令した時又は市民の皆様が自主的に避難を開始

した場合に避難所が開設されます。 

具体的には、本市に震度５強以上の地震が発生した場合は、あらかじめ定められた職員

が各避難所に向かい、施設の安全性を確認し避難所を開設いたします。 

また、先日の台風１９号による大雨では利根川などの水位が避難判断水位を越え、市が

避難準備・高齢者等避難開始を発令し、市内にある全ての小学校・中学校を避難所として

開設いたしました。 

その後、利根川の水位がさらに上昇し、氾濫危険水位を超えたことから避難勧告を発令

し、久喜市総合体育館及び埼玉県立栗橋北彩高校を追加で開設したところでございます。 

次に、（２）でございます。 
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学生の皆様が学校にいる間に災害が起こった場合には、まず、自分自身の身の安全を

確保していただくようお願いします。 

自分の身の安全が確保されたら、次に、周囲に目を向けていただき、友人などでけがを

した人がいないか、校舎は安全かなどを確認していただくようお願いします。 

また、市民の皆様が避難してくることが予想される場合、避難所の開設を施設管理者で

ある学校長に要請することになりますので、学校長の指示に従い行動していただくようお願

いを申し上げます。 

次に、（３）でございます。 

学校の防災訓練だけでなく、学校に避難してくる市民の皆様などと一緒に訓練をすること

は非常に重要なことと認識をしています。 

学校の周りには、地域の皆様が結成している自主防災組織などもございますので、これ

らの組織、自治会等と密接な連携のもとに安全の確認に努めていただくことが効果的であ

ると考えています。 

なお、本市の総合防災訓練におきましても、今年度、実際に避難所となる小学校体育館

において、地域の方々が避難し、避難所を運営する訓練を行いました。 

この訓練では、当該学校の児童の参加はございませんでしたが、コミュニティ協議会など

地域で自主的に行う防災訓練において、小学校体育館を利用して、児童とともに避難所開

設訓練を行っている地域もございます。 

また、高等学校の中にも地域の方々と一緒になって防災活動に取り組んでいただいてい

る学校もございますので、そのような事例を参考に、自分の命を自分で守り、周囲を助けら

れるような活動や防災教育等、避難所となる学校関係者の方々との連携を深めてまいりた

いと考えています。 

 

○鈴木清子議長 

以上で、平彩乃議員の質問を打ち切ります。 

次に、長門ひかる議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１５番 長門ひかる議員。   

 

〔長門ひかる議員登壇〕 

 

○長門ひかる議員 

１５番 長門ひかるです。久喜市の快適な生活環境について質問させていただきます。 
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質問させていただく前に、私が所属している久喜バスケットボール部が行っていることに

ついて、お話しさせていただきます。 

私たちは昨年、自分たちが決めた目標達成のために、更なる技術向上と成長をするため

に、自分たちには何ができるかというのを題材にミーティングを行いました。そこで視野をも

っと広くして周りを見るということで登校時にゴミを拾うということを決めました。そのミーティ

ングの日からゴミを拾い始め、普段何気なく通っていた道にはたくさんのゴミが落ちていて、

なぜ今まで気付かなかったのか不思議に思うほどでした。私たちがゴミを拾っていると地域

の方が挨拶をしてくれたり、「ありがとう。ご苦労さま」とお声をかけていただいたりもして、私

たちはこの活動にやりがいを感じています。その他にも、秋季には学校周辺の落ち葉を掃

いたりもしています。約１年間やっていて、身の回りの小さなことに気付けるようになったの

で、仲間の変化だったりにも気付けたり、プレー中の小さな動きや生活中の気遣いなど、私

たちの中で沢山プラスになっています。毎日ビニール袋を手に持って登校するのが私たち

の当たり前です。 

しかし、この約１年間、一向にゴミが減らないように感じます。朝、ゴミを拾って無くしても、

その日の帰りや次の日の朝には、また同じようにいたる所にゴミが捨ててあります。それは

種類がたくさんです。 

まず、ペットボトル、缶などのゴミです。町内に置かれている自動販売機のゴミ箱が満杯

になっていることが多く、近くの道に置かれたままになっていたり、散乱していることがよくあ

ります。 

次はタバコです。久喜駅の所に歩きタバコを止める幕をよく見かけますが、私たちの登校

時、目の前で通りすがる人や道端など、たくさんの人が吸っています。それを注意している

人を誰も見たことがありません。私たちがゴミを拾う中でも１番多く集まるのはタバコの吸殻

と空き箱です。時には火が付いたままのものもあります。タバコは毎日数え切れないほど集

まります。 

次にカラスです。ゴミにネットがかかっていてカラス対策をされている所もあるのですが、

ネットもカゴも何もなくゴミだけが置かれていて、カラスがそれを突いてしまい、ゴミが私たち

に拾い切れないくらい散乱してしまっている時もあります。 

そこで、私は久喜市の快適な生活環境についてお尋ねします。 

（１） ペットボトルなどのゴミ箱の回収頻度はどの程度ですか。 

（２） 歩きタバコやポイ捨てをなくす対策は行っていますか。 

（３） ゴミに関するカラス対策は何か行っていますか。 

最後に、私は久喜にいるたくさんの方、タバコを吸う人も吸わない人も、この町に初めて
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訪れた人も地元の人も、小さなお子さんから高齢者の方までも、全ての人たちが快適な環

境だと感じる町が良い町なのであると思います。久喜もそのような町になってほしいと思い

ます。 

そして、清々しく、心地よく、良い町になるために私たちも貢献していきたいと思います。

私の質問は以上です。 

 

○鈴木清子議長 

長門ひかる議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

久喜高校バスケットボール部の皆様におかれましては、久喜市を綺麗にする活動、美化

活動に日頃取り組んでいただきまして、大変ありがとうございます。とても素晴らしい活動で

ございますので、是非とも、部員の皆様にもこれからずっと継続してくれるようにお願いをし

たいと思います。 

それでは、長門ひかる議員さんのご質問に対して、順次ご答弁をさせていただきます。 

はじめに、（１）からです。 

自動販売機脇の、空き缶やペットボトル用のゴミ箱の設置及びゴミの回収につきまして

は、自動販売機設置業者が対応しております。回収頻度について、事業者に確認したとこ

ろ、売り上げや設置場所の状況に応じて決定しているとのことでありました。 

また、自動販売機設置場所の管理者から、周辺の状況が変わり、売り上げの増加が見

込まれる等の連絡を受けた場合には、必要に応じて回収頻度を変更しているとのことでご

ざいます。 

これらのことから、本市においてゴミ箱の回収頻度を把握することは困難な状況ですが、

ゴミ箱が満杯であっても、ゴミをポイ捨てすることがないよう、広報くき、市ホームページに

記事を掲載するとともに、イベント等の会場などにおいて啓発することにより、空き缶等の

ポイ捨て防止に努めてまいりたいと考えています。 

次に、（２）でございます。 

本市におきましては、清潔で美しいまちづくりを推進し、快適な生活環境を保持するため、

久喜市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの防止に関する条例を制定し、空き缶やた
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ばこの吸殻のポイ捨て及び犬のふんの放置を禁止しているところでございます。 

また、喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図り、もって安全で快適な生活環境を確保

するため、久喜市路上喫煙の防止に関する条例を制定し、市民等には、歩きたばこをしな

い、受動喫煙を生じさせない責務があることを示しているところでございます。 

具体的には、久喜駅、栗橋駅、南栗橋駅、及び東鷲宮駅の周辺並びに菖蒲地内の付け

回し堀遊歩道及び見沼代用水水路沿い道路を、空き缶等ポイ捨て防止重点区域に指定す

るとともに、久喜駅周辺につきましては路上喫煙禁止区域に指定し、市民等の皆様に協力

をお願いしております。さらに、これらの区域内を、本市の環境保全巡視員が巡回し、指導

等をしていただいております。 

また、広報くきや市ホームページ、各種イベント時における啓発活動のほか、毎年５月に

実施する「ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動」を通じて、市民の皆様の環境美化意識の向上

に努めているところでございます。 

今後におきましても、引き続き、歩きたばこや空き缶等のポイ捨て防止に努めてまいりた

いと考えています。 

次に、（３）でございます。 

お住いの地域のゴミ集積所の管理につきましては、利用する地域の皆様にお願いしてい

るところでございます。 

地域の皆様によるカラス対策といたしましては、ゴミ集積所の定期的な見回りや、カラス

除けネットの設置などを行っているところでございます。 

また、久喜市のゴミを収集、処理している久喜宮代衛生組合では、カラス除けネットの設

置がカラス対策の有効な手段と考えておりますことから、地域の皆様にゴミの出し方などを

指導している廃棄物減量等推進員の皆様に対し、カラス除けネットの設置方法などの情報

提供を行っているほか、地域の皆様がカラス除けネットを購入する際に、購入費用の一部

を補助するなどのカラス対策を行っているところでございます。 

 

○鈴木清子議長 

以上で、長門ひかる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２４分） 

 

（再開 午後１時００分） 
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○長谷川容子副議長 

再開いたします。議長を交代いたします。 

鈴木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長谷川容子でご

ざいます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

午前中に引き続きまして、市政に対する質問をお受けいたします。 

江連貴美子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

３番 江連貴美子議員。   

 

〔江連貴美子議員登壇〕 

 

○江連貴美子議員 

議席番号３番、江連貴美子です。久喜市の教育、特に「小学校英語教育」についてと、中

学生の進路指導についてお伺いします。 

本日の私の質問は、次の物を参考にまとめました。まずは、私が書いた書籍「『小学校英

語教育』における音声指導の効果とその意義」、次に、約３０年におよぶ私の指導経験、ま

た私自身の学習経験。更に、昨年８月と１０月に提出しました「市民の声」とそれに対する久

喜市からの返事です。 

現在、久喜市で行われている小学校の英語教育は３つの点で大きな誤解があると思い

ます。この誤解は残念ながら久喜市だけのものではありません。そもそも文部科学省が小

学校英語に対して誤解をしていると思います。 

まず最初の誤解は、子ども達に対する理解の不足です。８～１１歳頃の子どもは、音声

に対して敏感です。母語を獲得してきた乳幼児期の音声獲得能力をまだ持ち続けているの

です。この時期に音声言語の指導をすることは大いに意義があります。一方、精神活動は

思春期になりつつあり、羞恥心や自分の好みも出始めているのです。言語をたやすく獲得

できる能力があるにもかかわらず、羞恥心や自分の好みのために、言語の獲得は思うよう

に進んでいかないのです。 

次に指導者についてです。現在では学級担任が第一の指導者になっています。学級担

任は、基礎学力の国語と算数の指導も担っています。更に英語までも、とは責任が重すぎ

ます。来年度から新しい学習指導要領も導入され、先生方の負担はいとも簡単に想像でき

ます。この負担に配慮しようとしない教育委員会や文部科学省にはパワーハラスメントを感

じます。行政においても、このような状況は先生には大きな負担だと想像がつくはずです。
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もっと学校教育には関心を持っていただきたいものです。 

３つ目は学習目標です。小学生の内から国際化を意識して外国人とのコミュニケーション

を図ろうとすることは無理があります。まずは世界には日本語とは違う言葉があり、その言

葉は自分の言葉とは違う音やリズムがある、との認識を持つことで十分だと思います。英

語の発音は舌や唇、歯などを使うため日本語とは大きく違うのです。クラスメートと楽しく簡

単な会話をしていくうちに、文字に対しても自然と興味がわいてきます。この時期にフォニッ

クスの指導をすることは、文字学習のある中学校英語への自然な導入に繋がっていきます。

現在、小学校で使われている教科書を見ると、中学校英語の先取りであり、訳読一斉授業

の音声版という感じがします。 

では、この３つの誤解を取り除いた授業とはどのようなものでしょうか。音声獲得能力と

精神活動がアンバランスな子どもは、異常に興奮したり不安になったりします。したがって

子どもを良く理解する必要があります。子どもを良く理解できるのは、やはり同じ母語話者

です。日本人は日本の学校システムを理解しており、先輩学習者としても良い参考になりま

す。 

今年の４月の朝日新聞によると、文部科学省が教科担任制を導入することを決定しまし

た。実際、昨年度ある自治体による、文部科学省からの委嘱を受けての担任の英語の授

業が行われました。研修の成果もあり、担任は英語の授業に自信が持てるようになりまし

た。しかし、肝心の国語や算数の授業にはヘルプが必要になったとのことです。 

現在、日本人講師による指導がさいたま市で行われています。以前、私も勤務したこと

がありますが、大変上手くいっていると思います。さいたま市は英語特区を採用して、早くか

ら日本人指導者による英語の授業を行っています。全国学力調査において、国語や算数

にも大変良い成績を収めています。これは担任が国語や算数の指導に専念できているか

らだと思います。実際、担任の先生方は自分の英語力や授業の形態の違いに戸惑ってい

ましたので、私たち日本人指導者の存在に感謝していました。地域には、様々な経験をして

能力もある、指導者にふさわしい人材がいます。このような人材を活用することは、小学校

英語の大きな改善へとつながり、地域の英語力の向上にも役立つはずです。 

次に高校入試についてです。今、全県一斉受験となっている高校入試において、市内の

中学生は希望する進路に進めているのでしょうか。県下一と言われる浦和高校や浦和第

一女子高校への進学者数はいかがでしょうか。合格をしても実際に進学するのは別の高

校である、というのであればよいのですが、受験しても受からないということはないでしょう

か。私の懸念は、久喜市の教育レベルの低下と自治体としての停滞です。私立は中学生

から取り込もうとしています。久喜市の将来のために、一定数の生徒を県立上位校へ進学
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させるという指導があってもよいのではと思います。そうして、その指導のためにさいたま市

を含む学力調査の結果が必要と思います。 

以上のことから、次の４点について質問をさせていただきます。 

（１） 小学校英語への取り組みをどのように進めていきますか。研修、予算、指導者など

についてお伺いします。 

（２） 民間の日本人指導者の採用の予定はありますか。もしあるとすれば、その時期、

採用方法等を教えてください。ない場合はその理由を教えてください。 

（３） 高校入試の結果や進路追跡の結果を久喜市としても持つべきだと思いますが、い

かがでしょうか。 

（４） 全国学力テストにおいては、さいたま市を含む結果とその評価を発表すべきと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

○長谷川容子副議長 

江連貴美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 

江連貴美子議員のご質問に対して、順次ご答弁申し上げます。 

はじめに、（１）でございます。 

急速にグローバル化が進展する中、コミュニケーション能力の基礎となる資質・能力を育

むため、国は令和２年度より、小学校では３・４年生で外国語活動を年間３５時間、５・６年

生では教科としての英語を年間７０時間実施することとしております。本市では、その重要

性に鑑み、平成３０年度より２年前倒しをいたしまして先行実施しておりますが、全ての小

学校の英語及び外国語活動の授業にＡＬＴを配置するとともに、複数の学校に英語教育の

研究を委嘱し、その成果を市内で共有するなど、積極的に英語・外国語活動の推進に力を

注いでまいりました。各小学校におきましても、授業研究会や校内研修等により、教員の英

語指導力も向上しております。 

なお、令和元年度からは、中学３年生を対象として英語検定受験料を補助しております。 

今後は、文部科学省の英語教育推進リーダー中央研修を修了した教員や、県の英語教

育中核教員養成講座を受講した教員を指導者として、小学校教員のさらなる指導力向上に
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向けた研修を実施してまいります。 

次に、（２）でございます。 

小学校につきましては、平成２３年度から「外国語活動」が必修化され、小学５・６年生で

年間３５時間実施されてきました。本市では、平成２１年度から平成２７年度の７年間におい

て、学級担任とＡＬＴとともに外国語活動の授業を指導する日本人指導者として外国語活動

支援員等を任用しておりましたが、小学校教員も外国語指導に慣れ英語指導力を向上さ

せておりますことや、直接雇用により日本語でコミュニケーションも図れるＡＬＴを任用したこ

とで、学級担任とＡＬＴの間で、外国語活動支援員等を挟まずに、直接、授業の打合せやコ

ミュニケーションが図れるようになったところでございます。このことから、平成２８年度以降

は任用を中止しています。 

今後も、教育委員会といたしましては、優秀なＡＬＴを確保するとともに、研修により小学

校教員の英語指導力の向上を図り、久喜市の英語教育をさらに推進してまいりたいと考え

ております。 

次に、（３）でございます。 

中学校の進路指導につきましては、これまで、業者テストの偏差値などをもとに、進路先

の高校を選択することを中心に進められてきましたが、様々な弊害が生じたことにより、現

在は生徒が自らの生き方を考え、将来に対する目的意識をもち、自分の意志と責任で中学

校卒業後の進路を選択・決定する能力・態度を身に付ける「キャリア教育」の一環として、

進路指導は位置づけられております。 

学級担任等が生徒一人一人に寄り添い、自分の夢や希望にそった進路選択ができるよ

う、きめ細かく指導しております。その際、当該校の卒業生の進学先の状況を知ることは重

要な資料となりますので、進路学習の一環として提供しております。なお、各中学校の県公

立高校及び私立高校の入試結果を含む進路先については、教育委員会への報告により、

集約をしておりますし、各高校の卒業後の状況についても必要に応じ、高校からの情報提

供を関係中学校が受けております。 

次に、（４）でございます。 

全国学力・学習状況調査は、新しい学習指導要領に示された「生きて働く知識・技能」や

「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力」、「学びを人生や社会に生かそうとす

る学びに向かう力・人間性」といった、これからの時代を生きる児童生徒に育むべき資質・

能力について、児童生徒一人ひとりの実態や課題を把握することや学校における児童生

徒への教育指導の充実、学習状況の改善等に役立てることを目的に取り組んでおります。 

全国学力・学習状況調査と評価につきましては、久喜市ホームページには、さいたま市
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を含む埼玉県公立小･中学校の平均正答率を市の結果や分析、今後の対策等と併せて掲

載をしております。 

また、埼玉県教育委員会のホームページは、さいたま市を含む各市町村の調査結果を

掲載しております。 

今後も市内の小･中学校と連携し、児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等

に役立ててまいりたいと考えております。 

 

○長谷川容子副議長 

再質問をお受けいたします。 

江連貴美子議員。 

 

〔江連貴美子議員登壇〕 

 

○江連貴美子議員 

再質問をさせていただきます。 

埼玉県の学力テストには、さいたま市は含まれていません。さいたま市を含む全県の学

力の評価が分かるものが必要と思います。今後、そのような評価が出ることは期待できま

すか。 

 

○長谷川容子副議長 

江連貴美子議員の再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 

 それでは、江連貴美子議員さんの再質問にご答弁申し上げます。埼玉県学力学習状況

調査は埼玉県教育委員会が実施しておりますけれども、この調査を実施している埼玉県教

育委員会にお聞きをしましたところ、毎年、さいたま市を含めた県内市町村に参加の意向を

確認しておりますが、政令指定都市であるさいたま市からは不参加と言う返事をいただい

ておるということでございます。従いまして、埼玉県の学力テストにはさいたま市が含まれて

いないとのことでございます。 
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 なお、さいたま市を含む全県の学力の評価につきましては、先ほどもご答弁を申し上げま

したが、全国学力学習状況調査は文部科学省が実施しておりますが、埼玉県教育委員会

ではさいたま市を含むものとさいたま市を除いたものの二通りを公表しております。 

 また、久喜市教育委員会ではさいたま市を含んだ結果を埼玉県全体の結果として評価を

行い、ホームページにもこのことは掲載しております。従いまして、私どもとしましてはさい

たま市を含んだものを埼玉県の結果ということで、私どもの調査結果にも導入している、取

り入れているというところでございます。 

 

○長谷川容子副議長 

以上で、江連貴美子議員の質問を打ち切ります。 

次に、近藤冨美子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

８番 近藤冨美子議員。   

 

〔近藤冨美子議員登壇〕 

 

○近藤冨美子議員 

８番 近藤冨美子です。安全で調和の取れた住みよい快適な街ということで、お話しさせ

ていただきます。 

久喜市青葉に引越しをしてきまして、６年弱ですが、働き世代の方々や高齢者の方々が

住みやすい、子育てしやすいモデル都市を目指してほしいです。緑の多いすてきな久喜市

の街、これをいかして、みんなで手をとりあい、助け合って、久喜市民の歌のとおり、「かが

やける久喜の街」、ことり達が青空から歌が聞こえてくる様な明るい街にしたいと私は思い

ます。 

質問に入ります。 

子どもがこちらに引っ越してから、まだ３年くらい経つかどうかですが、清久工業団地内

にある会社で働いている子どもの意見から、質問させていただきます。子どもの意見だけ

聞いてもと思いまして、私も先日、同じところを歩いてきました。大和観光バスを利用して、

資生堂前のバス停まで１０分くらいのところに通勤しています。  

そこで、安全対策について伺います。 

（１） 夏は雑草が非常に多かったです。歩道がそのためデコボコで歩きにくかったですが、

その時は雑草は整備されておりませんでした。朝の出勤時には日の光があり、歩

道の確認ができますが、帰宅時には、街灯は資生堂のバス停前に一個あるだけで
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す。薄暗くてとても怖いです。足元がつまずき、怖い思いも何回もしました。雑草の

多いところとか街灯の少ないところは、この場所だけではないと思いますが、ここの

雑草の整備、街灯の設置など今後の計画を今日はお聞きしたいと思いまして出席

しました。 

（２） 小学生、特に低学年の学校への行き帰りの際、ランドセルや手荷物の多さが気に

なります。いざという時のために、もう少し考えていただけたらと思います。児童に

対する今非常にいろいろな事件がありますので、通学時の安全対策について、何

か行っていることがありますかどうか聞きたいと思います。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○長谷川容子副議長 

近藤冨美子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

 

○梅田修一市長 

それでは、近藤冨美子議員の（１）のご質問に対して、私の方からお答えをさせていただ

きます。 

ご質問周辺の歩道につきましては、雑草が繁茂している箇所が見受けられたことから、８

月中旬に一度、除草を行わせていただきました。 

今後につきましても、現場の状況を見ながら、除草作業を行ってまいりたいと考えており

ます。 

また、歩道のひび割れ等につきましては、日頃より、道路パトロールによる発見や、市民

の皆様からの通報により、随時補修を行っている状況でございます。 

今後につきましても、歩道を安全に通行できますよう、現地の状況を確認したうえで、補

修を行ってまいりたいと考えております。 

次に、防犯灯に関する部分についてのお答えです。 

本市では、夜間における犯罪被害の防止、歩行者の安全・安心の確保を図るため、防犯

灯設置基準に基づきまして、ＬＥＤ防犯灯の設置を行っております。 

防犯灯の設置基準といたしましては、設置場所は原則市道であること、通学路であるこ

と、住宅地域内であること、他の防犯灯及び道路照明灯から一定の距離が確保されている
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こと、灯具を設置するための電柱があることなどでございます。 

防犯灯の設置場所の選定につきましては、地域の実情等を把握されている地元の行政

区長さんから、毎年、「防犯灯設置要望書」の提出をいただいており、市では、この要望書

を基に、現地調査等を実施の上、防犯灯の設置基準に照らして防犯灯の設置を決定して

いるところでございます。 

本市では、毎年１００基程度、防犯灯の設置を進めておりますが、なかなか全ての要望

には対応できていないという状況でございます。 

清久工業団地内につきましては、住宅地域ではないことから、防犯灯設置の対象地域と

なっていない状況ですが、今後、周辺の状況を確認させていただきますとともに、どのよう

な対策がとれるのかこれから協議を図ってまいりたいと考えております。 

 

○鈴木清子議長 

教育長。 

 

〔柿沼光夫教育長登壇〕 

 

○柿沼光夫教育長 

市長に引き続きまして、近藤冨美子議員の（２）のご質問に対してご答弁申し上げます。 

小学生の通学時における携行品につきましては、近年、教科書が大きな判となったこと

や、ページ数が増えたことにより大変重くなっています。また、学習活動が多様化したことに

よる副教材などの手荷物も増えております。 

こうした通学時のランドセルや手荷物の重量が、児童の身体への負担となっていること

から、本市におきましては、文部科学省から出された「児童生徒の携行品に係る工夫例」を

参考に、各学校で家に持ち帰らず、学校に保管できるものを予め決めておくなどの検討を

依頼しました。これにより、使用頻度や時期に応じて家に持ち帰らず、学校に置いておく教

科書や学用品等が増えております。また、低学年の児童では、持ち帰ることが困難なもの、

例えば学校で栽培した植物などは、保護者に協力を依頼する等児童の登下校時の安全対

策を行っております。 

次に、児童に対する通学時の交通安全対策につきましては、教員だけでなく、安全監視

員、スクールガードリーダー等に加え、保護者、地域の方々にもお力添えいただき、登下校

時の見守り活動や登下校指導を行っています。 

交通安全教育につきましては、警察や交通指導員と連携し、信号機や横断歩道、交通
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ルール等安全な歩行の仕方や自転車の乗り方についての学習を行っております。 

また、入学時には、交通安全資材として、ランドセルカバー、防犯ブザー、冊子「新一年

生のためのこうつうあんぜん」を配布し、子どもの登下校中の交通事故防止に努めており

ます。 

今後も、引き続き児童の通学時の安全対策に努めてまいります。 

 

○長谷川容子副議長 

再質問をお受けいたします。 

近藤冨美子議員。 

 

〔近藤冨美子議員登壇〕 

 

○近藤冨美子議員 

ただいま市長さんから、清久工業団地について考え中とのことでしたが、あそこに大きい

会社が二つございますよね。働いている方がいっぱいいます。９月の末に、子どもが、仕事

が終わって６時過ぎに会社を出たところで、後ろからバイクでやられました。今現在入院中

です。あそこは早急に街灯を増やしてほしいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○長谷川容子副議長 

以上で、近藤冨美子議員の質問を打ち切ります。 

次に、柿沼寛子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

５番 柿沼寛子議員。   

 

〔柿沼寛子議員登壇〕 

 

○柿沼寛子議員 

５番 柿沼寛子です。 

私には、３人の子どもいます。上２人は小学生で、現在くりっ子放課後児童クラブに在籍

しています。今回、女性議会へ参加のお電話を受け、保護者会で話をいたしました。その中

で出た意見は、「子どもたちの遊び場・居場所」に関してでした。質問をさせていただく前に、

どうしてこのような疑問が浮かび上がったかについてお話させていただきます。 

実際に、ある保護者のお子さんに起きた出来事です。放課後、近所の子どもたちが集ま
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り、空き地でボールで遊んでしました。すると、子どもたちが遊んでいた隣のお家のご主人

に「ここで遊ばないでくれ。うちには赤ちゃんがいて、みんながここで遊んでいると、全然休

めないんだ。」と言われたそうです。そして、直接学校へ連絡をされていたので、すぐに小学

校の先生が３人来られたとのことです。 

先生からは、「遊ぶなら学校の校庭が空いていますから。」と、注意を受けたそうです。低

学年のお子さんは、まだ１人で自転車での移動は学校からは良しとされず、歩いて行くにし

ても栗橋駅西口から栗橋小学校までは、距離があります。 

この方の話以外にも、同じように遊ぶ場所がないと言っている方もいらっしゃいます。 

学童へ来ている子どもたちは、支援員の先生の目が届く範囲で思い切り体を動かし、遊

ぶことができます。しかし、学童を利用していない子どもたちは思い切り体を動かせる場所

もなく、家の中でゲームやスマートフォンで YouTubeを見たりしているのも現状です。 

そこで、私は、子どもたちの遊び場・居場所についてお尋ねします。 

（１） 栗橋地区においては、広々と遊べる場所は南栗橋近隣公園しかございません。こ

の状況はご存知でしょうか。 

（２） 先ほどお話しましたが、学童の子どもたちは遊べる場所がありますが、利用してい

ない子どもたちはどこで遊ぶのが安心・安全なのかお伺いします。 

（３） 古くなった遊具が撤去されていますが、新しいものを設置するなどのご検討はして

くださいますか。 

最後に、私の子どもの頃は「子どもは元気に外で遊べ」と言われていました。今は、習い

事で忙しいから、外は危ないからと言われ、なかなか外で思い切り遊べません。時代が変

わってしまったのでしょうが、近所で子ども達の声が聞こえないのはやはり寂しくもあります。

子育てしやすい街づくりと言う言葉を聞きますが、子ども達も住みやすく大人になっても久

喜市で過ごしたいと思える、温かく、人に優しい街であってほしいと願っています。 

私の質問は以上です。 

 

○長谷川容子副議長 

柿沼寛子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 
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柿沼寛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。 

子ども達の遊び場でもある公園は、市民の皆様の交流や憩いの場となるほか、災害時

の一時的な避難場所となるなど、様々な役割や機能があります。 

栗橋地区全体では、４１箇所の公園がございますが、児童遊園などの地域に密着した比

較的規模の小さな公園が多く、南栗橋近隣公園と同じような大きな公園となりますと、県営

の権現堂公園くらいしかない現状です。 

また、栗橋駅の西側は、公園の数が少なく、周辺にお住いの皆様にはご不便をお掛けし

ているということも、私自身も十分に認識しています。 

こうした状況を踏まえ、栗橋駅西土地区画整理事業地内に、約１万平方メートルの大き

な公園を含む８箇所の公園整備を計画しているところでありまして、平成３０年度より事業

を行っているところです。 

現在は、栗橋駅西口第１自転車駐車場の隣接地に、公園の整備を進めており、多目的

の用途に活用できる広場や子ども向けの複合遊具、幅広い世代の方々が活用できる健康

遊具などを設置し、令和元年度内の開園を目指しているところです。 

そのほかの７箇所の公園につきましても、順次、整備を行いまして、子どもたちが安全に

遊べる場をできるだけ早く提供してまいりますと考えています。 

次に、（２）でございます。 

平成３０年度に実施した子どもの生活実態アンケート調査では、学童保育を利用してい

ないお子さんの放課後の過ごし方として、自宅にいる児童が大半であり、その他、友達の

家や塾などに行ったり、公園や広場、児童館、図書館を利用しているとの結果が得られまし

た 

本市では、子どもたちが遊びを通して健康の増進を図り、情操を豊かにすることを目的と

して、児童館を設置しております。 

児童館では、職員が随時、声かけや見守りを行っていることから、安全安心に遊べる施

設の一つと考えているところでございます。 

次に、（３）でございます。 

公園の遊具につきましては、定期的に点検を行っており、その点検の結果、使用すると

危険で修繕も難しいと診断された遊具については、使用禁止や撤去などの対応を行ってい

ます。 

その後の対応といたしましては、周辺公園の遊具や利用状況、規模などを考慮し、でき

るだけ多くの子ども達に利用してもらえるよう工夫しながら、新たな遊具を設置してまいりた
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いと考えています。 

 

○長谷川容子副議長 

以上で、柿沼寛子議員の質問を打ち切ります。 

次に、池田稔子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１番 池田稔子議員。   

 

〔池田稔子議員登壇〕 

 

○池田稔子議員 

１番 池田稔子です。久喜市が取り組んでいる「まちづくり」についてお尋ねしたいと思い

ます。 

はじめに、市長は施政方針の中で、あらゆる世代が、「ずっと久喜市に住み続けたい」と

思えるような「より魅力あるまちづくり」の実現に向け、取り組んでいることを発表されました。 

その「ずっと久喜市に住み続けたい」という表現はとても分かりやすく、それに響きが良い

ので、是非、協力しなければ、という気持ちになっていることを申し上げたいと思います。 

また、私たち家族が約５０年前に東京から、空気のきれいな、この久喜市に引っ越してき

たのは「子どもを健康に育てたい」という気持ちからでした。 

そして、一生この久喜市に住もうと決めたのは、 

① 生活の利便性 

② 交通の利便性 

③ 安全性 

④ 地域コミュニティ 

⑤ 子育ての環境 

以上について満足に近かったからです。 

それでは本題に入ります。 

久喜市は「まちづくり」について、マスタープランを立て、更には各地域の整備方針を公表

されています。 

また、市長が先頭に立って、タウンミーティングを実施するなど、「市民のために」努力を

なさっていることが伝わってまいります。あらゆる世代が「久喜市に住み続けたい」と思える

ような「より魅力あるまちづくり」を実現していく方法は、私の乏しい思考力ではまとめること

はできませんが、女性の視点から次の３点について考えてみました。 
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一つ目は、現在、住んでいる方は勿論、この久喜市を訪れた方についても、満足度・好

感度を上げること、です。 

最近エレベーターが設置されていない建物に住んでいた友人が他のまちに引っ越してい

かれました。その理由は、引っ越し先のまちで、「階段のない住居」を希望される方を対象

に、住み替えの相談会を実施されていたからです。 

また、近くに成立学園のグラウンドがありますが、生徒の通る道路沿いに明かりが少な

いため安全面でとても心配です。最近は女子生徒も多くなりなおさらです。 

ただいま、一例を申し上げましたが、それでは質問します。 

久喜市は「まちづくりの主役は市民」、それに「協働のまちづくり」等とおっしゃっています

が、どのような方法で、市民から問題点をお聞きになっているのでしょうか。お聞かせいた

だきたいと思います。 

二つ目は、挨拶を交わし笑顔と優しさで溢れるまちを目指すこと、です。 

このまちに、一度来られた方に対し、また来てみたい、やがて住んでみたい、と思ってい

ただくことが大事だと考えます。それには市民の挨拶と笑顔、優しさが大きな役目を果たす

のではないでしょうか。 

さいたま市に住んでいる親戚を訪ねると、集合住宅に住んでいるのですが、どなたでもエ

ントランスで出会う度に「こんにちは」と挨拶をしてくれます。とても気分が良く、こういうとこ

ろに「住みたいな」と思ってしまいます。 

挨拶と笑顔、優しさを形に表すことは費用も掛らないし直ぐに実行できることですが。そ

れでは質問します。 

市は、久喜市を訪れた方に対して良い印象を与えるため、市民に対してどのようなことを

徹底されているのでしょうか。実施されていることがあれば、現状をご説明いただきたいと

思います。 

最後の三つ目は、「広報くき」と「久喜市ホームページ」は見やすく分かりやすくすること、

です。 

市民が「まちづくり」に対して関心を持つことで、久喜市が掲げている目標に近づいていく

のではないでしょうか。 

「まちづくり」の目的、目標、予定、進捗状況などを画像やイラストを使い、易しい表現で

広報していかなければ、市民の興味が薄れ、離れていくと思います。 

また、ホームページの「まちづくり」のコーナーは、「市政情報」のところにありますが、トッ

プページに移動された方が、市民に対するインパクトが強くなるのではないでしょうか。それ

では質問します。 
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久喜市は「まちづくり」について、「情報の共有」を図っていくとおっしゃっていますが、どの

ようにして取り組んでおられるのかを教えてください。 

ご清聴ありがとうございました。以上で私の質問を終わりにいたします。 

 

○長谷川容子副議長 

池田稔子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

池田稔子議員のご質問に対して、順次ご答弁させていただきます。 

はじめに、（１）でございます。 

私は、次世代を担う子どもたちからお年寄りまで、あらゆる世代が「ずっと久喜市に住み

続けたい」と思えるような、魅力あるまちづくりを進めるため、まちづくりの主役である市民と

の協働を基本に、市民の皆様が安心して快適に暮らし、そして、本市が未来に向けて、持

続的に発展し続けることができるよう、職務に邁進しているところでございます。 

この魅力あるまちづくりを進めるためには、日ごろから市民の皆様が感じている日常生

活などの問題点を把握し、市民の皆様の視点に立った政策を、環境、社会福祉、都市計画、

教育等の各行政分野における中長期的な計画に反映させることが重要であると考えてい

ます。 

そのようなことから、市民参加条例を制定し、政策の立案、実施、評価等の各段階にお

いて、市民の皆様に市政運営に参画をしていただいているところでございます。 

一例を申し上げますと、都市計画マスタープランの策定に当たりましては、公募による市

民の方や市民団体を代表する方などで構成する「久喜市都市計画マスタープラン策定委員

会」や、多くの市民の方々に参画いただいた「地区別まちづくりワークショップ」において、取

りまとめられた提言書の内容を同マスタープランに反映させていただいているところでござ

います。 

また、市民の皆様からのご意見やご提案につきましては、「市民の声」や「タウンミーティ

ング」などの広聴事業の中で把握をしているほか、各種団体の会合などに出席して、私自

身が直接、様々なご意見を伺っているところでございます。 

私は、これらの取り組みを継続し、各種事業を着実に推進することで、市民の皆様はもと
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より、本市を訪れる皆様方の本市に対する満足度や好感度の向上に繋げていきたいと考

えております。 

次に、（２）でございます。 

近年、高齢者福祉や子育て、防災、防犯、交通安全活動など、地域における行政サービ

スに対するニーズは多様化・高度化しており、これらを行政のみで対応することは大変、厳

しい状況でございます。 

このため、地域と市の協働により、地域課題の解決に取り組んでいくことが必要となって

おりますことから、本市では、コミュニティ意識の普及・啓発等を行うため、小学校区を単位

とした地区コミュニティ協議会の設立を推進しているところでございます。 

各地区コミュニティ協議会におきましては、世代間交流事業や防災訓練、子どもの見守り

活動など、地域が主体となり、様々な取り組みを積極的に実施していただいております。 

このように、市民の皆様が、お互い助け合いながら、地域の活動や行事に積極的に参加

されることで、地域コミュニティの醸成が深められ、地域においてお互いが日頃から笑顔で

挨拶を交わすことが、人にやさしいまちづくりへの取り組みにもつながっていくものと考えて

おります。 

そういった日々の積み重ねが、お互いの顔が見える関係性に繋がり、大規模災害時など

においても重要な共助の力となるものと確信をしています。 

今後におきましても、引き続き、地域コミュニティ活動の促進と共助社会づくりの形成に

努め、笑顔で魅力あふれるまちづくりを推進してまいります。 

次に、（３）でございます。 

市民の皆様への情報発信や、情報の共有は、本市を知っていただくほか、協働のまちづ

くりの視点からも非常に大切なことと認識をしています。 

本市では「広報くき」や「市ホームページ」、「メール配信」のほか、「ツイッター」などのＳＮ

Ｓを有効に活用し、本市が進める様々な施策等を市民の皆様にお知らせしているところで

あります。 

このような中、「広報くき」につきましては、本年５月号から、全面カラー化による一新を図

り、その利点を活かした画像やイラスト等を取り入れた紙面づくりに取り組み、市民の皆様

に、より見やすく、分かりやすい広報となるよう意識をさせていただいております。 

また、情報ページの端に色分けしたインデックスを付けることで、目的の記事が探しやす

い構成とした、そのような工夫もしております。 

さらに、市ホームページやＳＮＳなどにつきましては、速やかに情報を発信できる利点を

活かし、タイムリーな情報を、市内外へ広く周知をしているところであります。 
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今後につきましても、市民の皆様の関心が高いまちづくりに関する内容など、より分かり

やすい情報提供に努めていきたいと思っておりますので、ぜひ見守っていただきたいと思

います。 

 

○長谷川容子副議長 

再質問をお受けいたします。 

池田稔子議員。 

 

〔池田稔子議員登壇〕 

 

○池田稔子議員 

ありがとうございました。 

再質問はございませんが、ホームページに関してはもう少し見やすく、誰でもが探しやす

くしていただきたい。今回、私はこの議員を受けるにあたって大変色々勉強いたしました。

たどり着くのに時間がかかり、もっと皆さんが早くに探せるようにするには、トップページにも

っていっていただけるように要望いたします。 

 

○長谷川容子副議長 

以上で、池田稔子議員の質問を打ち切ります。 

次に、山根未夢議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１８番 山根未夢議員。   

 

〔山根未夢議員登壇〕 

 

○山根未夢議員 

１８番 山根未夢です。 

廃棄物処理の充実について質問させてします。 

私は今年の４月に、大学進学のため、地方から久喜市に引っ越してきて、一人暮らしを

始めました。引っ越しの際に、お世話になった水道会社や電気会社の方々から、久喜市は

埼玉県の中でも、特に厳しくゴミの分別に取り組んでいると聞き、久喜市の廃棄物処理やリ

サイクルについて関心を持ち始めました。実家で暮らしていた時は、母がゴミ出しをしてい

たので、ゴミの分別に関して意識したことはありませんでした。一人暮らしを始めてから、ゴ
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ミを出す際に分別カレンダーを見たら、とても細かく分類の方法が書いてあり、大変だと思

いました。 

さて、今日、世界的に地球温暖化が問題となっています。ゴミを分別せずに出してしまう

と、様々な地球環境の悪化を招く恐れがあります。紙やペットボトルを適切にリサイクルす

ることで、温室効果ガスの増加を防ぎ、地球温暖化の進行を食い止めることも可能です。ま

た、リサイクル可能なものはリサイクルし、ゴミの量を減らすことで地球環境の改善にも繋

がっていきます。 

久喜市のゴミの分別は、他の地域より徹底しているように思います。地球の環境を良くし

ていくために、これからもゴミの分別の徹底を呼び掛けてほしいです。 

そこで、久喜市の廃棄物処理やリサイクルを充実させるための取り組みについて伺いま

す。 

（１） 久喜市は、ゴミの廃棄物処理はどのような取り組みを行っていますか。 

（２） 久喜市で排出される多種多様な廃棄物の処理はどのような状況ですか。 

（３） 久喜市で分別された廃棄物はリサイクルされていますか。 

（４） 久喜市はどのようにゴミの廃棄物処理の呼びかけを久喜市民に行われていますか。 

私の質問は以上です。 

 

○長谷川容子副議長 

山根未夢議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

山根未夢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。 

市民の皆様には、燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、粗大ゴミ、有害ゴミ、ビンや缶などの資

源物に分別をしていただいており、宮代町と共同で設置した久喜宮代衛生組合において、

これらの廃棄物を処理しています。 

久喜宮代衛生組合における廃棄物処理の取り組みとして、燃やせるゴミにつきましては、

市内にある３つの焼却施設において焼却処理しており、焼却した後の灰につきましては、セ

メントの原料などに再利用しています。 
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また、燃やせないゴミや粗大ゴミにつきましては、破砕処理しており、破砕後に分別した

鉄やアルミ類は、資源として売却をしています。 

有害ゴミ、資源物につきましては、専門業者へ処理を委託しており、そのうち、プラスチッ

ク、ビン、缶、ペットボトル、新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック、布・衣類の９

品目については、資源の有効活用を図るため、リサイクルしております。 

そのほか、資源化の取り組みの一つといたしまして、剪定枝を堆肥化しており、市民の皆

様に無料で配布をしています。 

次に、（２）でございます。 

平成３０年度に久喜宮代衛生組合が収集したゴミの量は、久喜市と宮代町を合わせて、

燃やせるゴミが３９，７０７トン、燃やせないゴミが２，０７３トン、粗大ゴミが７９７トン、有害ゴ

ミが１４０トン、紙や布、ビン、缶、ペットボトル、プラスチックなどの資源物が１１，８８７トン、

合計で５４，６０４トンでございました。 

次に、（３）でございます。 

回収した資源物は、「容器包装リサイクル法」に基づく再生事業者や、久喜市近隣の再

生事業者で結成する「久喜宮代資源リサイクル事業協同組合」に引き渡し、ガラスや鉄など

の原料としてリサイクルをされています。 

平成３０年度にリサイクルされた量は、紙類が４，０８４トン、布・衣類が７２８トン、ビンが８

３５トン、缶が４２０トン、ペットボトルが６９５トン、プラスチックが ３，１１５トン、その他、ゴミ

を処理する過程で出た金属や焼却灰などの再利用が６，１３３トン、合計で１６，０１０トンで

ございました。 

なお、収集した全てのゴミに対するリサイクル率は３１．４％で、埼玉県平均の２４．０％よ

り高いリサイクル率となっているところです。 

また、リサイクルにより得られた収入は８，５９３万円でございます。 

次に、（４）でございます。 

市民の皆様に対する廃棄物処理の情報提供につきましては、久喜宮代衛生組合で年１

回発行する「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」や、年４回発行する「衛生組合だより」、久

喜宮代衛生組合ホームページで行っております。 

そのほか、久喜宮代衛生組合が作成した、スマートフォン用の無料アプリにおきましても、

ゴミの分別方法やゴミに関する最新情報等もお知らせしているところでございます。 

 

○長谷川容子副議長 

以上で、山根未夢議員の質問を打ち切ります。 
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ここで、休憩いたします。午後２時１５分から再開いたします。 

 

（休憩 午後１時５９分） 

 

（再開 午後２時１５分） 

 

○長谷川容子副議長 

再開いたします。 

次に、高橋愛佳議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１３番 高橋愛佳議員。   

 

〔高橋愛佳議員登壇〕 

 

○高橋愛佳議員 

１３番 高橋愛佳です。久喜市の防災及び災害時対策への取り組みについて質問させて

いただきます。 

先月、台風１５号の激しい風雨の影響により、特に千葉県でたくさんの被害が発生しまし

た。全体的な影響では、関東の広域で停電が発生し、停電により水道ポンプが動かず、千

葉・東京・静岡の３都県で約２万 4000戸の断水が発生しました。家屋の被害も多く、屋根が

飛ばされていたり、床上浸水したりしました。台風が去った後も、壊れた住宅の屋根を補修

する際に転落するなどし、数人が死亡、５０人以上が負傷しました。 

また、今月１２日から１３日にかけて、台風１９号が猛威を振るい、全国各地、特に関東を

はじめとする東日本に甚大な被害をもたらしました。河川の氾濫や堤防の決壊、土砂崩れ

などの被害が、山間部だけでなく、東京や神奈川といった都心部でも発生しました。埼玉県

内でも入間川や荒川の氾濫により大きな被害が起きました。久喜市を含む東部地区でも利

根川や渡良瀬川が危険水域まで達したため、避難勧告が出されました。 

全国で９０人近くの人が亡くなり、家屋だけでなく、道路や鉄道といった交通機関も被害を

受け、復旧の見込みが立たない路線もありました。 

このように、全国各地で自然災害が頻繁に発生している現在、防災及び災害時の対策

が各自治体での大きな課題となっています。 

そこで、久喜市の防災及び災害対策への取り組みについて質問させていただきます。 

（１） 災害の警報発生時に久喜市内で特に注意をしなければならない場所はありますか。
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また、それはどこですか。 

（２） 千葉県でも大きな被害となった「停電」と「断水」についての具体的な対策はありま

すか。 

（３） 災害発生時に、久喜市外から通勤、通学している人たちへの支援や対策はありま

すか。 

最後に、私は毎日市外から久喜市に通学しています。久喜市民ではありませんが、１日

のほとんどを市内で過ごしています。この度は、久喜市の環境や教育、防災対策のことな

ど、たくさんのことを知る機会を与えていただき、とても感謝しています。 

私は、「久喜市にいるから安心できる」と、皆がそう思える街になったらいいなと思います。

そして、災害はいつどこで起こるか分からないので、久喜市以外にいても人々が安心して

暮らせる場所が増えてほしいと思っています。 

私の質問は以上です。 

 

○長谷川容子副議長 

高橋愛佳議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

高橋愛佳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。 

気象庁が発表する気象警報につきましては、大雨警報、洪水警報、大雨特別警報など

があります。 

大雨警報は、大雨による重大な浸水害が発生するおそれがあると予想される場合、洪水

警報は、河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な洪

水害が発生するおそれがあると予想される場合、大雨特別警報は、台風や集中豪雨により

数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合に発せられます。 

そのような警報が発令される場合、本市内では利根川などの河川の氾濫といった災害

が発生するおそれがあります。 

先日の台風１９号による大雨では利根川などの水位が避難判断水位を越え、市が避難

準備・高齢者等避難開始を発令し、その後、利根川の水位がさらに上昇し、氾濫危険水位
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を超えたことから避難勧告を発令しました。 

このように、台風の影響などにより警報が発令される場合、本市では市内全域で注意が

必要となります。 

本市では、本年３月に久喜市防災ハザードマップを改訂し、４月に全戸配布をさせていた

だきました。 

このハザードマップには、命の危険を感じたら迷うことなく自主的に避難行動をとることや、

災害の時に落ち着いて避難行動ができるように、様々な情報を掲載しています。 

本市では、ハザードマップを活用し、自分の命を自分で守るための行動をとっていただく

よう引き続きお願いしてまいりたいと思います。 

次に、（２）でございます。 

「停電」と「断水」による被害につきましては、様々ございますが、できるだけ早期復旧をし

ていただくため、東京電力パワーグリッド株式会社をはじめ関係機関に協力を要請しており

ます。 

本市の対策といたしましては、本庁舎に自家発電設備を設置するとともに、小型発電機

５２台を防災備蓄倉庫などに配置し、停電に備えております。 

断水につきましては、浄水場に自家発電設備を備えており、停電した場合でも水を送る

ことが可能であるとともに、保存水の備蓄や飲料メーカーとの協定締結により市民の皆様

に必要となる最低限の飲料水は確保している状況です。 

また、市民の皆様には、ある程度、備えていただくことはできると考えております。 

例えば、水や食糧を最低３日分用意することや、カセットコンロやボンベを用意すること、

トイレの問題もありますので、携帯トイレを備蓄しておくなど、各ご家庭で行っていただくこと

が対策のひとつとなると考えています。 

なお、通電した際に火災を引き起こさないためにも、避難する際には、ブレーカーを切っ

ていただくことも重要となります。 

次に、（３）でございます。 

市外から通勤、通学している方々が本市に滞在中に災害が発生し、鉄道などの公共交

通機関が停止し、帰宅できなくなることも想定されます。 

また、外出先から一斉に帰宅しようとした場合、主要な駅などで大きな混乱が生じ、救

出・救助などの災害応急対応に支障が生じるおそれもあります。 

このため、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知・徹底を図る必要があり、

一時滞在施設の確保など、安心して留まるための対策を実施することが必要になってまい

ります。 
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そのようなことから、本市におきましても駅前ショッピングセンターや周辺ホテルなどと協

定を結んでおり、施設の一部を帰宅困難者の一時滞在場所として利用できることとなって

いるところです。 

また、同協定は、施設に備蓄する食料や飲料水、トイレ、公共交通機関の運行情報等を

提供するといった内容も含んだものとなっています。 

さらに、埼玉県では、コンビニエンスストアやファミリーレストランなどを帰宅支援ステーシ

ョンとして、トイレ、水道水、情報を提供する内容の協定を締結しており、本市内の店舗も利

用できるようになっています。 

 

○長谷川容子副議長 

以上で、高橋愛佳議員の質問を打ち切ります。 

次に、小口果恵議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

７番 小口果恵議員。   

 

〔小口果恵議員登壇〕 

  

○小口果恵議員 

７番 小口果恵です。 

市内循環バスについて質問させていただきます。 

今回の質問は、私が鷲宮高校に通う中で感じたこと、また周囲からあがっている声を受

けて取り上げさせていただきました。 

それは、「平成２２年度に行われた合併後も、市内循環バスはそれぞれの旧市町村での

移動のみしか使用できず、不便に感じている」というものです。私自身、こちらの久喜市役

所や久喜市文化会館などの市内の中心部と学校を行き来する中で、大回りをする徒歩と

電車での移動に不便を感じ、バスの路線図などを調べたことがありました。久喜市民、そし

て私のような久喜市の学校に通う学生、全ての人がより快適に生活するために、久喜市の

公共交通の充実に向けた取組みについて二つ質問させていただきます。 

（１） 市内循環バスの新久喜市民の利用状況はどのように変化していますか。 

（２） 市内循環バスの路線見直しの予定はあるのか。 

最後に、私は久喜市が大好きです。きっと皆さんも同じだと思いますが、今よりも更に多く

の人に愛され誇れるような街にしていきたいと思っています。 

なので、今回のこのような機会をはじめ少しずつでも、小さいことでも久喜市のこれから
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について考える機会がもっと増えたらいいなと思いました。 

私の質問は以上です。ご清聴ありがとうございました。 

 

○長谷川容子副議長 

小口果恵議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

小口果恵議員のご質問に対して、順次ご答弁申し上げます。 

はじめに、（１）でございます。 

本市における、公共交通の整備の経緯といたしましては、平成２２年１１月に、利用者の

立場からご意見を頂ける公募の市民や、公共的団体からの代表者、学識経験者からなる、

「久喜市公共交通検討委員会」を設置して、合併後の公共交通のあり方や新たな交通網の

方策を検討いたしました。 

この久喜市公共交通検討委員会の検討結果を受けて、本市では新たに、公募による市

民、バスやタクシーなどの運送事業者、関東運輸局埼玉支局などの公官庁の長が指名す

る者、学識経験者、などからなる「久喜市地域公共交通会議」を設置し、事業化に向けた協

議を行いました。 

会議の中では、公共交通の不便地域の解消と久喜市内を運行している民間事業者の運

行状況やそれぞれの特性を踏まえて、交通弱者等の日常交通手段について検討していた

だきました。 

その結果、久喜地区では合併以前の旧久喜市で運行していた、バス路線、バス停、時刻

表が定められている市内循環バスを運行することとし、さらに、菖蒲の東部地区及び鷲宮

の南部地区へ、路線の一部を延伸し、現在の形となったものでございます。 

市内循環バスは、誰でも利用できますことから、久喜市民に限った利用人数の把握が困

難なところでありますので、年度ごとの利用者数につきまして、過去５年間の状況を申し上

げます。 

平成２６年度が１５万５，２７０人、 

平成２７年度が１５万７，７７０人、 

平成２８年度が１５万７，９９２人、 
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平成２９年度が１５万８，９７８人、 

平成３０年度が１５万４，７７７人でございました。 

次に（２）でございます。 

先にご答弁申し上げたとおり、本市では、久喜地区、菖蒲及び鷲宮地区の一部において

は、市内循環バスを運行しています。 

また、菖蒲地区及び栗橋・鷲宮地区では、通院や買い物など市民の移動手段を確保す

るために、地域の特性を踏まえ、自宅や、あらかじめ定められた目的地で乗り降りすること

ができる、登録制、予約制で定額運賃制の乗り合い交通である「デマンド交通（くきまる）」を、

運行しています。 

一方、久喜地区でも通院や買い物など高齢者のための移動手段の確保が求められてい

たことから、単独でタクシー車両を利用し、利用者のタクシー料金の一部を市が補助すると

いった、デマンドタクシー実証実験を、令和２年３月末まで、久喜地区において実施している

ところでございます。 

このように、本市では、各地区の特性に合わせて、様々な交通手段を運行しております

が、今後、デマンドタクシー実証実験の検証結果などを踏まえて、誰もが健康で安心して暮

らせる「もっと良い久喜市」を目指して、本市の公共交通の充実に向けた検討をしてまいり

たいと考えております。 

 

○長谷川容子副議長 

以上で、小口果恵議員の質問を打ち切ります。 

次に、鈴木清子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１１番 鈴木清子議員。   

 

〔鈴木清子議員登壇〕 

 

○鈴木清子議員 

１１番 鈴木清子です。 

質問をさせていただく前に私の体験についてお話いたします。 

私は昨年１月、夜６時頃、街灯の不備により縁石につまずき、おもいっきり転び、左足の

ひざのお皿を割り、手術、１ヶ月余りの入院、６ヶ月間のリハビリと大変な日々を過ごしまし

た。私の住む松永地区は、栗橋駅西口から徒歩１２～１３分くらいですが、街灯が少なく、

夜間になるととても暗い地域です。４０数年前に私が松永に住んだ時は、ポアッとうす暗い
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街灯が５箇所だけでほとんど真っ暗でした。 

さすがに現在は、その地域に住む方々の要望で少しずつ増えてきましたが、まだまだ足

りません。また、要望をしてもなかなか受理されず、何年経っても明るくなりません。 

また、歩道の件ですが、またまた私事ですが、前記の怪我から一年が過ぎ、やっと自転

車にも乗れ、車道では車が怖く、自信がなく、人が歩いていない時は、自転車で歩道を通り

ますが、デコボコと狭く、いきなり歩道がなくなったり、何回か怖い思いをしてなんと、今年の

１月、自転車ごと転び今度は左手の甲を骨折してしましました。 

不幸中の幸いで骨がずれなかったので手術はしないですみましたが、３週間のギブス、

その後のリハビリには６ヶ月間通院しました。リハビリの医者からは「あれ、鈴木さん、足で

はなかったけ」と言われ、「すみません、今度は手です」と答えた私。全く情けない限りです。 

では、久喜市栗橋地域内の駅西から松永方面に向かう時の街灯の少なさと、歩道の幅

の狭さ、またデコボコの舗装について、質問したいと思います。 

（１） 久喜市松永の北彩高校入口交差点の道路が拡張されましたが、信号機の支柱が

歩道の真ん中に設置されて危ないので改善して欲しいと思います。 

（２） この交差点は、車同士の事故が多い場所で、大宮栗橋線の佐間東から北彩高校

へ曲がると車止めが現れます。左折するまでは見えず、急に現れるので危なく事

故が多く起きています。この交差点の今後の整備計画と安全対策はどのように考

えているのでしょうか。 

（３） この付近の歩道は急に狭くなったり、なくなってしまったりデコボコして歩きづらいの

で改善して欲しいと思います。 

（４） 北彩高校入口交差点から栗橋駅西口に向かう道路沿いに街灯が少なく危険です。

街灯を設置していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（５） B＆G 付近の踏み切りについて舗道は拡がりましたが、踏み切りの部分は歩道が

なくなり、また急な坂になっているので自転車等は渡る時に怖いと感じます。今後

改善する予定はありますでしょうか。 

（６） 栗橋駅西口から松永方面に向かう時の街灯の数を今後増やす予定はありますで

しょうか。 

最後に今後、新しい道を作る場合、歩道、自転車道、車道と分けてつくっていただければ

と思います。 

私の質問は以上です。 

 

○長谷川容子副議長 
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鈴木清子議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

 

〔梅田修一市長登壇〕 

      

○梅田修一市長 

鈴木 清子議員の（１）から（５）のご質問に対して、順次ご答弁させていただきます。 

はじめに、（１）でございます。 

北彩高校入口交差点にあります信号機の支柱につきましては、歩道にあるため、歩行者

の通行に支障があるものと認識しておりますことから、その改善に向けて、早急に警察と協

議させていただきたいと思います。  

次に、（２）でございます。 

この交差点につきましては、都市計画道路栗橋大利根加須線の計画路線上に位置して

おりますことから、今後、道路工事に合わせて、当該交差点を整備してまいりたいと考えて

います。 

また、交差点における現在の安全対策につきましては、当該交差点が未整備の状況で

ありますことから、暫定的な対応として車止めを設置し、車両の進入を防いでいるところで

ございます。 

このため、今後の安全対策といたしましては、車止めの位置を調整するとともに、視覚的

にわかりやすくするための反射テープを設置するなど、道路を安全に利用してもらえるよう

に、対策を講じていきたいと考えております。 

次に、（３）でございます。 

市道栗橋４６号線の歩道につきましては、住宅が立ち並んでいるため、現時点において、

歩道の拡幅につきましては困難な状況であります。 

そのような中、現地を確認しましたところ、樹木の根上がりによる側溝蓋の段差や、一部、

舗装の劣化が見られたことから、早急に、段差の解消や舗装の補修等を実施したいと考え

ております。 

次に（４）でございます。 

本市では、夜間における歩行者の安全の確保や犯罪被害の防止を図るため、設置基準

に基づきＬＥＤ防犯灯を設置しています。 

栗橋北彩高校入口交差点から東武鉄道のガード下までの、市道栗橋４６号線の防犯灯

は、現在、４基設置されておりまして、地元行政区長から要望をいただきまして、令和元年
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度、新たに１基設置させていただきます。 

また、東武鉄道のガード下から栗橋駅西口広場に向かう市道栗橋２０４９、２０５６号線の

防犯灯につきましては、栗橋駅西口広場に向かって左側に５基、右側に２基設置していま

す。 

今後につきましても、地元行政区の皆様の要望を伺い、地域の安全、安心を確保するた

め、設置基準に基づき、順次設置させていただきたいと考えております。 

次に、（５）の踏切の改善について、でございます。 

本市といたしましても、栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター付近の、鹿取踏切につきましては、接続

する市道の幅員に比べ狭くなることから、歩行者や自転車の方が通行する際には、危険を

感じているものと認識しています。 

このようなことから、市では、踏切施設を管理している東日本旅客鉄道株式会社に対し

て、同踏切を改善していただくよう要望してまいりたいと考えております。 

次に、栗橋駅西口地域から松永方面に向かう道路の防犯灯についてです。 

この道路は、市道栗橋４６号線を除き、ほとんどが土地区画整理事業により整備や改修

された道路です。 

こちらの道路の防犯灯につきましては、旧栗橋町から同じ位置に設置されているものや、

地元行政区からの要望により設置したものであります。 

この地域への新たな防犯灯の設置につきましても、地元行政区の皆様の要望を伺い、

現地を確認させていただき、設置基準に基づき、順次設置してまいりたいと考えております。 

 

○長谷川容子副議長 

以上で、鈴木清子議員の質問を打ち切ります。 

これをもって、市政に対する質問を終結します。 

 

◎女性議会議長挨拶 

 

○長谷川容子副議長 

これより、２０１９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。 

 

〔鈴木清子議長登壇〕 

 

○鈴木清子議長 
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本日は私たちの年代、娘の年代、また孫の年代の方々の久喜市に対する熱い要望や意

見を聞いてくださり、ありがとうございました。この貴重な発言をぜひ若い市長のパワーで実

現してほしいと思います。また本日のこの体験を、ここにいらっしゃる若い皆様が今後の糧

にして、将来久喜市のために働いてほしいと思います。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 

 

○長谷川容子副議長 

続きまして、２０１９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

ワーク久喜の内海弘美会長の挨拶をお願いいたします。 

 

〔内海弘美会長登壇〕 

 

○内海弘美会長 

ただいま、ご紹介をいただきました、「女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜」会長の内海弘美

でございます。 

｢20１9 久喜市いきいき女性議会｣の閉会にあたり、ごあいさつを申し上げます。 

女性議員の皆様、本日は、大変お疲れさまでございました。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様にご参

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、女性の

市政に対する意識の高さを強く感じ、堂々と発言される皆様の姿は、大変すばらしかったと

思います。 

女性議員の皆様も、本日のこの貴重な体験を機に、これまで以上に幅広い分野に積極

的に参加され、より一層ご活躍されますことを期待しております。 

また、今回も私ども男女共同参画を推進しております、「女
ひと

と男
ひと

いきいきネットワーク久喜」

がこの女性議会に共催団体として参加させていただいております。 

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、ゆたかな社会づくりを目指して、男女共同参
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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ござ

います。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。 

本日も久喜市との共催により、この女性議会に参加させていただきましたことは、私も含

め、会員にとりましても、大変有意義な機会となりました。 

今後も引き続き、本日のような市との協働による事業を展開していくことが、男女共同参

画の推進を図る上で、市民の方により身近に感じてい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、梅田市長、上條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
ひと

と男
ひと

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 

 

○長谷川容子副議長   

これをもちまして、２０１９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。 

 

○関口康好議会事務局長 

ご起立願います。お疲れ様でした。 

 

（終了 午後４時４６分） 
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会議録署名議員の指名により署名する。 

 

 

議 長 

 

 

 

副 議 長 

 

 

 

署名議員 
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２０1９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 
いけだ よしこ 
池田 稔子 

団

体 
高齢者大学 

久喜市が取り組んでいるまちづくりに

ついて 

2 
いちかわ かりん 
市川 夏鈴 

団

体 
平成国際大学 

久喜市の幼児教育の取り組みについ

て 

3 
えずれ きみこ 
江連 貴美子 

公

募 
 久喜市の教育、小学校英語教育につ

いてと中学校の進路指導について 

4 
しまだ ふみよ 
島田 文代 

団

体 

久喜市民生委員・児

童委員協議会 

久喜市の在日外国人への取り組みに

ついて 

5 
かきぬま ひろこ 

柿沼 寛子 
団

体 

くりっ子放課後児童ク

ラブ 

久喜市の子どもたちの遊び場、居場

所について 

6 
かわぎし けいこ 
川岸 恵子 

団

体 

いきいきネットワーク

久喜 
久喜市の障がい者雇用について 

7 
こぐち  かえ 
小口 果恵 

学

校 

埼玉県立鷲宮高等

学校 

久喜市の公共交通の充実へ向けて

の取り組みについて 

8 
こんどう ふみこ 
近藤 冨美子 

団

体 
久喜市市民大学 

安全で調和の取れた住みよい快適な

まちについて 

9 
さとう れいこ 
佐藤 怜子 

公

募 
  

久喜市の高齢者の社会参画につい

て 

10 
おかやす ももか 

岡安 桃花 
高

校 

県立栗橋北彩高等

学校 
交通安全対策の充実について 

11 
【議長】 
すずき きよこ 
鈴木 清子 

公

募 
  街灯と歩道の不備について 

12 
たいら あやの 
平 彩乃 

学

校 

埼玉県立久喜北陽

高等学校 

災害時における避難所の運営につい

て 

13 
たかはし あいか 
高橋 愛佳 

学

校 

埼玉県立久喜高等

学校 

久喜市の防災及び災害時対策への

取組みについて 

14 
たなか ともこ  
田中 朋子 

団

体 
PTA連合会 多子世帯への子育て支援について 

15 
ながと 
長門 ひかる 

公

募 
  久喜市の快適な生活環境について 
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２０1９久喜市いきいき女性議会 議員名簿  (議席番号順、敬称略) 

番

号 
氏  名 

区

分 
所属団体名 質問事項 

16 
【副議長】 
はせがわ ようこ 
長谷川 容子 

公

募 
  

久喜市の保育所及び学童保育につ

いて 

17 
みずの わかば 
水野 若葉 

学

校 

埼玉県立久喜工業

高等学校 
交通安全対策の充実について 

18 
やまね みゆ 
山根 未夢 

学

校 
平成国際大学 

久喜市の廃棄物処理の充実への取

り組みについて 

 

 

 


