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梅雨の頃、市民皆様方におかれましてはご健勝にてお過
ごしのこととお喜び申し上げます。
●平成 21 年の市議会議員選挙にて初当選させていただき
4 年の月日が流れ、任期中最後の定例議会が行われました。

平成 25 年 6 月定例会の主な概要 (抜粋)
●議案第 33 号 町の区域を新たに画することについて
三郷中央一体型特定土地区画整理事業による整備に伴い、
換地処分の公告があった日の翌日から町名変更がされます。
※現在施工中の区画整理事業完了後になります。

●定例議会は 1 年に 4 回行われますが、議会において審議
されたことや、私の提言(市政に対する一般質問)など、自
分自身の言葉で解りやすく皆様にお伝えしたいとの思いで
「あいざわ圭一郎の地域だより」を発行してきました。数
えること 16 号目となりましたが、ご愛読いただいている皆
様に心より御礼申し上げます。
●来る 7 月 14 日には、任期満了による三郷市議会議員選挙
の告示となります。市議会議員は、行政の監視役であると
共に、市民皆様の声を市政に届けるパイプ役です。そして
なにより市の未来像を描きながら真摯に提言を続けていか
なければなりません。
「投票」という市民一人ひとりの選択
が 10 年後 20 年後の三郷市の姿をかたちづくります。貴重
な一票を無駄にせず、投票を通じて皆さんの思い描く未来
を実現させましょう。
青木先生と共に(左から 3 人目が逢澤)

三郷市議会議員選挙

7 月 14 日(日)告示
7 月 21 日(日)投票
※参議院議員同日選挙
●投票日当日ご都合の悪い方は、市役所・瑞沼市民センタ
ー・鷹野文化センターにて期日前投票が出来ます。

http://www.aizawa-k16.com

中央 1 丁目…つくばエクスプレス三郷中央駅付近
現住所＝谷中、谷口の一部
中央 2 丁目…新和小学校付近
現住所＝栄 1 丁目 2 丁目、新和 1 丁目の一部
中央 3 丁目…島忠ホームズ付近 現住所＝谷中の一部
中央 4 丁目…三郷中央病院以北 県道上笹塚谷口線東側
現住所＝幸房の一部
中央 5 丁目…三郷郵便局・消防本部以北
県道上笹塚谷口線西側
現住所＝谷中、幸房の一部等
※平成 25 年 5 月 1 日現在 対象 2,782 世帯 5,893 人
原案可決(賛成全員)
●議案第 35 号 三郷市税条例の一部改正
個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除等 8 条例の改正
※個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除に関して。
平成 26 年 4 月から消費税率 8％になることを受け、住宅購
入について駆け込み需要が予想されるため、平成 25 年 12 月
31 日入居迄の税額控除を 4 年延長し、平成 29 年 12 月 31 日
迄となり均等化を図ります。
なお、平成 26 年 4 月以降、借入限度額が 2,000 万円から 4,000
万円に拡大し、控除額も 200 万円から 400 万円となります。
原案可決(賛成全員)
●議案第 38 号 三郷市子ども・子育て会議条例
平成 27 年 4 月施行予定の「子ども・子育て支援新制度」に
より、子ども・子育て支援のしくみが大きく変わり、様々
なサービスの充実が図られます。この「新制度」に関する
事業計画等について意見を聴くための会議を設置致します。
原案可決(賛成全員)
●なお本会議にて、流行している風疹に対する予防接種の
助成制度創設の考えが市長より示されました。実施時期に
関しては現在未定ですが、早い段階での実施が見込まれて
おります。
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一般質問
★公園施設の管理について

★(仮称)三郷駅前保育園開所にあたっての交通対策について

①公園の遊具の管理について
国交省によると、全国の公園にある遊具のうち46.5％は設置から20
年以上が経過しているそうです。業界団体は標準的な使用期間を
10〜15年としているそうですが、国交省はきちんと修理をしていれば
20年を超えても安全に使えるとして、小まめな点検を自治体に呼び
掛けております。本市においても定期点検等を実施されているかと
は思いますが、詳細をお伺い致します。

●三郷 2 丁目に(仮称)三郷駅前保育園が本年 10 月に開設する
予定となっております。当地は早稲田小学校の東側に位置し、通
学路でもあり、登校時には PTA やスクールガードの方々が毎朝、要
所で児童の安全対策をされております。

☆答 弁☆
市職員の目視等による日常点検の他、年に 1 回専門業者に定期
点検を委託しています。平成 24 年度の定期点検では補修を要する
遊具が約 150 基あり、事故に繋がる恐れのある遊具を最優先して
補修、撤去を実施しています。
②公園施設長寿命化計画の策定について
定期点検を行っていたとしても、全国的にはなお老朽化等による事
故が絶えず、大事故に繋がっているケースもございます。 平成 21
年度から 5 年限定で計画策定及び危険度判定調査で改善が必
要な遊具等について、社会資本整備総合交付金の中で 1/2 補助
の対象となっております。計画策定のお考えは？

☆答 弁☆
街区公園を主として管理している市町村においては計画策定に取り
組んでいないのが現状です。遊具は多種多様なものがあり、設置
状況も様々であることから、劣化や損傷は想定通り進行せず、また、
計画策定には多額の費用を要することから、定期点検を通じた安
全確保に必要となる修繕、撤去の措置を最優先している状況です。
③谷口北児童公園の水洗トイレ化について
都市公園の中で唯一、汲み取りトイレである谷口北児童公園は、
盆踊りや餅つきといった町会行事で使用するなど近隣住民の利用
頻度が高い所です。市街化調整区域で下水が整備されていない
場所ですが、水洗トイレへ切り替える必要があると感じております。

☆答 弁☆
谷口北児童公園については、当面下水道整備が見込まれないの
で、施設の衛生面等に配慮しながら浄化槽の設置を検討します。
④健康遊具設置について
介護予防の観点からですが、街区公園的な所は子ども達の遊び
場であり高齢者の方の憩いの場です。児童遊具だけでなく高齢者
向けの健康遊具の必要性を感じます。健康遊具で健康増進を図
って頂くことはもちろんのこと、ひいては医療費縮減に繋がります。
厚生労働省における「地域介護・福祉空間整備推進交付金」の
対象で市費負担がなく設置できます。交付金を活用して設置のお
考えは？

☆答 弁☆
補助制度を活用することは有効です。安全領域を十分に考慮し、
公園を利用される方々の意向を確認しながら検討していきます。

●特に、駅前通りから早稲田小学校までの地域は、7：30 分から
8：00 迄の間、住民以外の車両通行を禁止するなどしております。
保育所が開設された場合、幼児を預け入れるのに通学路内を車
両が進入することになるかと思われますがどのような対策を講じるの
でしょうか？

☆答 弁☆
保育所からも交通対策として人員を
配置します。子ども達の安全を第一
に考え、保育を運営する事業者、早
稲田小学校、すこやか課が連携を
取っていきます。

★三郷駅周辺における今後のまちづくりの展望について
●三郷駅は昭和 48 年に国鉄の駅として開業致しました。これに伴
い、みさと団地の建設、早稲田土地区画整理事業の施工に繋が
り本市発展の要となり賑わいを見せてきました。現在では、三郷中
央駅、新三郷駅、インター周辺と新たなまちづくりが進み、活力ある
まちへと変貌を遂げてきております。
●このように、白いキャンパスに絵を描いていくような開発が時と共に
進められ今日に至っている訳ですが、今後は市街地再開発という
観点からもまちづくりを考える時期に差し掛かってきたのではないかと
感じます。
●人類は栄枯盛衰を繰り返し今日を迎えております。盛んな時もあ
れば衰える時もある、これは世の常です。まちづくりに関しても、経済
情勢や建物の老朽化、訪れる人も時の流れと共に変わりつつ、
徐々に衰退していく。しかしながら、それを良しとしないで、10 年後 20
年後を見据えつつ、新たな構想をたて賑わいを取り戻す。そういった
方針を打ち出す時だと思っております。
●例えば、江戸川交流拠点と繋がりを持てる施設整備だとか、駅ビ
ルの建設を考えてみるだとか、そういったことを望んでいる市民も現実
多くいらっしゃいます。そこで三郷駅周辺における今後のまちづくりに
関してどの様な展望をお持ちかお伺い致します。

☆答 弁☆
三郷駅周辺においては、今後、建物の共同化や土地の高度利用
の誘導が必要と感じています。三郷駅に近接する江戸川サイクリン
グロードや緊急用船着場を含む水と緑のレクリエーション拠点が、
土地の有効利用と連携を図ることにより、三郷駅の立地の特性を
活かし、駅と連続性を持った賑わいのある新たなまちづくりの展望が
可能ではないかと考えています。

