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民生産業常任委員会所管事務調査報告書

◎ 調 査 期 間 令和３年５月１３日～令和４年３月１８日

◎ 委 員 会 構 成

・令和３年５月１３日～令和４年３月１８日

◎ 所管事務調査事項

◎ 研修視察

新型コロナウイルス感染状況を鑑みて実施せず

委 員 長 都 丸 裕 史 副委員長 堀 越 幸 広

委 員 黒澤佳代子 委 員 澁 木 茂

委 員 佐 藤 久 芳 委 員 塚 田 義 一

委 員 須 田 敏 彦

項 目 調 査 事 項

１.社会福祉の充実について ・生活困窮者支援事業の取り組みについて

２.福祉施設の充実について
・本町におけるグループホームの現状と課題に

ついて

３.健康づくりの推進と医療体

制の充実について

・新型コロナウイルス感染対策の取り組みにつ

いて

４.生活環境の充実について ・ゴミステーションの現状と課題について

５.産業・観光の振興について ・コロナ禍における産業観光支援施策について

６．道路・河川等の整備につい

て
・本町の道路整備と復旧工事の状況について

７．都市基盤の整備について

・都市計画道路の進捗状況について

(小舞木寄木戸線現地調査含む)
・町内衛生施設の管理状況について
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◎ その他

〇予算調査 令和４年３月・・・３日間（令和４年度）

〇決算調査 令和３年９月・・・３日間（令和２年度）

〇常任委員会予算要望提出 令和３年１０月２９日

○所管各課の事務分掌及び内容について 令和３年５月

○請願・陳情審査

請願第１号 安全・安心の医療・介護体制を確立し国民のいのちと健康を守

るための請願

委員会付託 令和３年第６回定例会

委員会報告 令和３年第８回定例会

◎ 参 考

○委員会開催日

令 和 ３ 年

令 和 ４ 年

計２０回

付属書類

年間予定表、請願結果報告書、各調査事項報告書

５月１３日 ５月１８日 ６月 ２日 ６月 ８日

７月 ７日 ７月１４日 ８月 ４日 ８月２６日

９月１０日 ９月１３日 ９月１４日 １０月 ６日

１１月１０日 １２月 １日

１月１２日 ２月 ２日 ２月２４日 ３月１４日

３月１５日 ３月１６日



4月

5月

6月 ・定例会

7月
・健康づくりの推進と医療体制の充実について
新型コロナウイルス感染対策の取り組みについて

8月

・生活環境の充実について
ゴミステーションの現状と課題について
・道路・河川等の整備について
本町の道路整備と復旧工事の状況について

9月 ・定例会（決算調査）

10月
・社会福祉の充実について
生活困窮者支援事業の取り組みについて

11月
・都市基盤の整備について
都市計画道路の進捗状況について（小舞木寄木戸線現地調査含む）
町内衛生施設の管理状況について

12月 ・定例会

1月
・産業・観光の振興について
コロナ禍における産業観光支援施策について

2月
・福祉施設の充実について
本町におけるグループホームの現状と課題について

3月 ・定例会（予算調査）

令和3年度　民生産業常任委員会　年間予定表
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２０２１年７月度民生産業常任委員会所管事務調査報告書

作成者 都丸 裕史

１．実施日 令和３年７月７日(水)

２．出席者 委 員 長 都丸 裕史

副委員長 堀越 幸広

委 員 黒澤 佳代子

委 員 澁木 茂

委 員 佐藤 久芳

委 員 塚田 義一

委 員 須田 敏彦

３．説明者 健康福祉部部長

健康福祉部副部長兼健康づくり課課長

４．調査事項 新型コロナウイルス感染症対策の取り組みについて

５．調査内容

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種会場の運営内容

ア 新型コロナウイルスワクチン接種従事者配置表

イ 接種完了までの流れ

ウ 接種従事者最多、最少人数（６月）

(2)６５才以上の新型コロナワクチンの接種状況と終了見込み

ア 接種対象者と接種希望者数

イ 接種会場（文化むら、東毛接種センター、蜂谷病院）への割り振り状況

ウ 接種人数

エ 接種率

オ 最終接種予定日（令和３年７月３０日）

(3)接種スケジュール概要

(4)新型コロナウイルス感染症の対策を実施する際の本町の考え方について

(5)新型コロナウイルス感染症が増加した際の対応について

等

６．質疑応答

委員 ワクチン接種にきた町民の接種会場運営に関する意見はあったか。また、高齢

者等に対する配慮として車いすの手配は問題ないか。
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執行部 待ち時間が長いとのご意見をいただいた。要因として指定時間前に来られる

とその分待ち時間が発生してしまうと考えている。他スムーズに接種ができた、職

員の対応が良かったとの意見も頂いている。車いすは大泉町社会福祉協議会からの

借用を含め約２０台準備している。現状では不足している状況にないとの認識であ

る。

委員 接種会場スタッフ（医療従事者等）の接種を含めた感染予防対策はどの様にし

ているか。

執行部 医療従事者の接種は完了している。その他のスタッフは余剰ワクチンで随時

接種をおこない完了した。感染対策は常時フェイスシールド、手袋、マスク着用す

るなどのマニュアルに沿って対応している。

委員 ワクチン接種キャンセル分はどの様に活用しているのか。

執行部 キャンセル分は対応可能な高齢者施設の職員の接種に活用している。東毛接

種センターのキャンセル分の一部の枠を調整してもらい希望が少ない夜間の時間帯

にエッセンシャルワーカーへ対し実施している。

委員 大規模接種センターや県営ワクチン接種センターでの希望者の有無はどういう

タイミングで把握するのか。

執行部 ＨＰで案内しているが希望者する方は個別で電話連絡をもらい、窓口で接種

券を渡している。

委員 ６５才以上希望者の最終接種予定日（令和３年７月３０日）は２回目が完了す

る意味と考えてよろしいか。

執行部 その通りと考えてもらってよい。

委員 健康観察場所として大ホールを設定しているが満杯になる可能性はあるか。

執行部 時間調整できているので問題ないと考えている。車いす使用者は別室で待機

できる様にしている。

委員 副反応の情報はあるか。

執行部 接種後、気分が悪くなりベッドで休んでもらった人がいたがしばらく休んだ

ら良くなり帰宅している。現状問題ないと考えている。

委員 ＨＰに掲載されていた注射器の破損の詳細は。

執行部 接種準備中にシリンジと針が外れてしまい破損扱いとした。

７．委員所感

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種会場の運営、接種完了までの流れでは多くの関

係者が従事し、町民を守りながら任務を遂行している事の確認ができた。さらに実

際の町民の声では、待ち時間に関する声（約２５分～６０分）のみで、それ以外は

接種運営がスムーズであるとお誉めの言葉がきかれたほどで問題となる事象の回答

はなかった。

懸念した車いすの準備は、接種人数に対して２０台～３０台の準備がされており問
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題ないとの結果を知り得た。

また、１日約４５０人の町民の対応を余儀なくされる現場の感染対策がどの様にさ

れているのかもう少し具体的に知り得たかった。

(2) ６５才以上の新型コロナウイルスワクチン接種状況と終了見込みが７月末で終

了する事が確認できた。

(3) ワクチン接種会場の従事者に町職員が多く配置されている。週３回ではあるが、

通常業務や労働時間に影響がないか心配している。

(4) ２０人分程度をエッセンシャルワーカー分として接種しているが増やしてもい

いのではないか、もしくは県営の集団接種会場での促進をしてはどうか。

(5) LINE 予約で混乱を招いた点はあったが接種事業は順調に推移している。ワクチン

の供給に支障がでる可能性も考えられ、状況に応じて柔軟な対応ができるよう求め

る。

(6) 新型コロナウイルスワクチン接種の現状は、６５才以上はスムーズに実施できて

いる。課題は若い世代に接種券を送付して、いかに早い段階で２回接種を完了する

かである。国、県、町のワクチン接種センターの連係プレーと周知の方法の状況を

確認することも今後の課題である。

(7) ワクチン接種は今のところスムーズに実施していると捉えている。医療従事者の

接種は完了しておりその他スタッフは余剰ワクチンで随時接種している。東毛接種

センターのキャンセル枠の一部を調整し、希望者の少ない夜間の時間帯にエッセン

シャルワーカーへの接種を実施している。今後の接種予定は、６５才以上が完了後、

６０才～６４才、６０才以下の順で実施することを確認した。接種後の観察は現時

点で問題ないが、副反応と思われる方が数名いたがベッドで休息後、改善された。

(8) 本町の新型コロナウイルス感染対策の大きな柱であるワクチン接種状況は６５

才以上の接種が進んでおり、政府が報道で示した７月末に完了する見込みなのは確

認できた。６４才以下の進め方も説明があったが、事前準備を万全にしてもらいた

い。

ただ、ワクチン接種の委託をしているにもかかわらず、町職員対応人員が多いと感

じる。担当課だけではなく他部署から応援があるとの説明だが、令和３年度当初予

算策定時に応援業務も加味した人員計画になっているのか懸念している。職員の職

務負担、勤務時間は注視していく。

政府の方針が日々変化していく中で、地方自治体の対応は大変だと思うがそれぞれ

の職責を全うしてもらいたい。

(9) 接種会場を運営するスタッフへの感染も心配されたが、十分な対策がとられてい

る旨の説明を受け、場内及び屋外待機での安全性を理解した。

(10) 受付から接種完了までの流れでは感染対策のもと、各工程管理での待機によっ

て円滑な場内移動ができていると思われる。

(11) 接種会場で対応する従事者数は常時６０人あまりで対応しているとの説明だが、
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日々の接種者数増減も想定した無駄のない柔軟な人員配置をお願いしたい。

(12) 接種者が最も危惧するのが副反応と考えていたが接種後、そう思われる症状を

示した方が出たものの健康観察後に回復されたとの説明に加え、接種会場の緊急対

応医師が複数人に症状がでても対応できる体制を確認できたので、接種者の安全は

最大限確保できるものと思われる。

(13) 世界中を恐怖に陥れた、新型コロナウイルス感染症、最後の砦となるワクチン

接種、前代未聞のプロジェクト、政府と自治体の連携で１日も早く収束を図る必要

がある中、本町も健康づくり課を中心に健康福祉部全体で円滑に進めるため、最大

限の努力をしている職員に感謝申し上げる。

スタート時の予約方法では多少トラブルが発生したが、その後計画通りに進んでい

る。キャンセル等により余剰ができた場合の対策もしており感謝申し上げる。

全国では、色々なトラブル等がマスコミ等によって報道される中、委員の質問にも

自信をもって答弁している事に安心した。

今後デルタ株等、変異すると思われるコロナウイルスにも万全を期する様にお願い

する。

以上



１

２０２１年８月度民生産業常任委員会所管事務調査報告書

作成者 黒澤 佳代子

１．実施日 令和３年８月４日(水)

２．出席者 委 員 長 都丸 裕史

副委員長 堀越 幸広

委 員 黒澤 佳代子

委 員 澁木 茂

委 員 佐藤 久芳

委 員 塚田 義一

委 員 須田 敏彦

３．説明者 都市建設部部長

環境整備課課長

環境整備係係長

土木管理課課長

都市施設課課長

道路整備係係長

道路整備係総括技官

下水道係係長

４．調査事項 ・ゴミステーションの現状と課題について

・本町の道路整備と復旧工事の状況について

５．調査内容

・ゴミステーションの現状と課題について

(1) ゴミステーションの箇所数、生活環境委員の人数、地域との連携

ア ゴミステーションの箇所数

イ 生活環境委員の人数及び職務

ウ ゴミ減量化推進交付金の使途

エ 地域（生活環境委員等）との連携

・行政事務委託契約仕様書（ごみステーション管理業務）

(2)地域のゴミステーションの現状について

ア 適切に管理・使用されている例

イ 適切に管理・されていない例

(3)町内在住外国人へのごみ分別意識の指導と現状把握について

ア 現状把握は地域の生活環境委員等からの相談を通じてのものが多く、多言語で

チラシを作成し自宅訪問等により指導

イ 外国語版広報誌「ガラッパ」に特集記事を掲載するなど啓発
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ウ 企業で働く技能実習生に対し、ごみ分別の出前講座を実施

エ 多言語対応ごみ分別アプリの配信（太田市外三町広域清掃組合作成）

・本町の道路整備と復旧工事の状況について

(1) 街路樹の維持管理の状況について

ア 街路樹基本情報

(2) 大規模災害時を想定した現状での緊急対応状況について

ア 主要路線図

イ 出水時被害状況確認用地図

ウ 休泊川 監視体制地図

(3) 土木管理課所管工事の進捗状況について

ア 坂田四丁目 ３ブロック町道５７号線側溝新設工事

イ 仙石三丁目 ８ブロック町道２５号線舗装打換工事

ウ 大字吉田 １級路線町道５号線切削オーバーレイ工事

(4) 道路下の配管や改修工事後の路面等原状回復について

ア 道路の基本情報について

イ 道路占用の業務手順等について

ウ 占用の条件、舗装復旧や担保責任について

エ 占用工事（水道、ガス、配管等について）との連携

(5) ゴ公共施設周囲の樹木の維持管理の状況について

ア 公園等の要観察木の状況について（令和３年７月末現在）

(6) 都市施設課所管の工事の進捗状況について

ア 都市施設課所管工事位置図

イ 大泉町公共下水道仙石地区公共桝設置工事

(7) 道路下の配管や改修工事後の路面等原状回復について

ア 下水道工事の舗装復旧手順について

６．質疑応答

・ゴミステーションの現状と課題

委員 ごみの啓蒙活動の効果はどうであったか。また、適切に管理されているステー

ションと、されていないステーションで地域差はあったか。

執行部 目立った効果は出ていない現状だが、北・東部地区は比較的管理が行き届い

ている。南・西地区は適切に管理されていない現状が多い認識である。

委員 生活環境委員８０名の方が報酬ありで任命されているが、地域で格差があると

感じる。８０名に対してスキルを均一にするような事は考えているか。

執行部 自治会により生活環境委員の格差があるのは認識している。各自治体、生活

環境委員のなり手がいなく感謝している状況である。地域により「こういった警備

をしていきたい、こういった資料を使い広げたい」と考えている。
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委員 生活環境委員８０名のレベルを高いところへと指導を願う。

執行部 資料配付時、良いところ、悪いところの意見を聴き水平転換していく。

委員 多言語のチラシ・自宅訪問の指導はどのように、誰が実施しているか、また在

住外国籍人のガラッパの周知度・認識度はどのくらいか。

執行部 生活環境委員、職員が直接指導している。違反者については入居している管

理会社からの指導をお願いしている。周知度については不明。

委員 アパートの大家さんの指導も大切と考えるので、考慮お願いしたい。

委員 ごみ出しルールの確認だが。「このステーションに出しなさい」というルール

は誰が教えてくれるのか。

執行部 自治会長になる。基本的に自治会長から、近いステーションの周知が指示さ

れる。

委員 転入者には担当課としてステーションの地図を作り、見える化しホームページ

に載せたりし、よりよい行政サービスを願う。

委員 ステーション、ボックスの大きさ等の管理は自治会とどう連携をとっているの

か。

執行部 アパートのステーションは住人の増加、外国籍世帯数が増加しているが連携

はとれていない。地域のステーションも住宅、人口の増加しているがもともとの設

定した大きさのステーションである。

委員 ネットが小さく不足の状況を認識している、ネットの増加等を願う。

委員 アパート、集合住宅でのゴミステーションの基準はあるか。

執行部 世帯数や人数等基準はない。自治会とアパート管理会社との確認となってい

る。

委員 燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ等３つに分類されているが、曜日により

ステーションが兼用されているのか。

執行部 燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみと３つ兼用のステーションもある。回

収されない（残されたごみ）まま次のごみの収集日になっている兼用のステーショ

ンもある。

委員 兼用のステーションは残されたごみもあり、ごみの仕分けが大変な状況であ

り、検討をお願いしたい。

委員 生活環境委員３０名まで、副生活環境委員５０名まで任命できるが、自治会に

生活環境委員を３名迄おけるが置いていない地区を教えてほしい。

執行部 正副生活環境委員が１～３名におけるのに、既定人数に達していない地区と

して、第７・９・１４・１５・１６・２２・２６区・東松原・古氷・古海西・南部

南。委員が努力して定数を確保し、良い環境を守って欲しい。

・本町の道路整備と復旧工事の状況について

委員 大規模災害、震災を含め緊急輸送道路に電柱が倒れ、交通の妨げになると認識
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している。電線地中化の予定はあるか。

執行部 県道１２５号線は、地中電線が整備されているが他の道路の予定はない。

委員 県道１２５号線と役場西側は実施されているところもある。なるべくリスクを

少なく、電線の地中化を目指して欲しい。

委員 道路占用フローになっているが、何年かすると道路の段差が目立つ。占用工事

をした後の補修工事を要望し凸凹のない道路をお願いする。

委員 下水道工事は約２０年前くらいに施行されているが、マンホールの出っぱりが

目立つ。どこからが下水道工事で、どこから土木工事に移行するのか。

執行部 下水道工事後仮復旧工事として残っている場合は水道関係、道路の補修工事、

改修工事後の現状回復工事は土木管理課の所管となる。緊急、あるいは危険な場合

は土木管理課で管理する。

委員 １５年前に実行した工事が未だに仮復旧状態にあるが、完了するまでに何年く

らいかかるか。

執行部 下水道係に本復旧工事を要請しているが、一度に出来ず、危険箇所からして

いる状況。

委員 公園など管理している木々で、クビアカツヤカミキリ等の被害の現状はどのく

らいあるか。

執行部 公園等、木々の８割を確認している、倒木の危険のあるものは随時伐採して

いる。

委員 いずみ緑道では、高木の根が歩道まで出ていて道路に凹凸の部分がある。対応

状況を教えてほしい。

執行部 根を傷つけないよう業者と相談しながら作業を行っている。

委員 要観察木はどのような状態をさすのか。

執行部 「枯れ」が、すすんでいる状態と倒木した際、危険があると思われる木々。

委員 役場西の道路は、町道で緊急輸送道路に指定され、いずみ緑道とも面している。

いずみ緑道には多くの高木があるが要観察木と認識して良いか。

執行部 その認識でよい。危険性も考慮している。

委員 下水道を１５年前くらいに工事しているが、下水道マンホールは仮復旧状態に

ある。本工事は終わっているか。

執行部 本復旧と仮復旧とは分かれている。下水道工事８７km の内、４０km は本復旧

未実施。下水道工事は本復旧までが一つのプロセスだが、今は過去の分までの本復

旧工事を施工している。

委員 本復旧発注時の予算で行っているので、最後まで工事を進めてほしい。

執行部 本復旧に関しては別契約となっている。本復旧工事の発注工事として入って

くる。

委員 下水道工事後、本復旧が終わっている地区はどこか。

執行部 日の出地区・都市計画道路の一部・城之内地区・城之内公園の東側・社日通
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り。

委員 西小泉・富士之越は、かなり前から下水道工事はしているが本復旧工事の予定

はあるか。

執行部 富士二丁目の皮膚科医院の南北、東西通りを予定している。財政の関係もあ

り、土木管理課の道路管理者と調整していく。

委員 予算問題はあると思うが安全性を確保した上で進めてほしい。

７．委員所感

・ゴミステーションの現状と課題

(1) 転入時、自治会長へ転入の届けに行かれる方は減少傾向にあると思われるため、

情報伝達が漏れることもある。そういった事からも、担当課でごみステーションの

地図などを作成し、HP などで公開する必要がある。転入者の困りごとの一つには「ご

み出しルールがわからない」という点がある。結果的にごみ出しの違反になってい

るケースもあると思われる。担当課として、より良い行政サービスの提供をお願い

したい。

(2) ごみ排出状態がステーションの枠内に整然と収納されている地域と枠外、更には

鳥獣対策ネットの上まで積まれている。地域の比較写真から乱雑な利用地域にある

ステーションの世帯や人数とごみ収納容積率の相関も考え、調査及び把握等要望し

たい。

(3) 廃棄物処理事業の中で、町民の生活に一番身近なゴミステーションの基本的な事

の再確認が出来た。ゴミステーションの管理は地域に委託されているが、ステーシ

ョンの場所で負担が一部の住民にかかっている意見を聞いたりしているので、地域

に任せるだけでなく、ゴミステーションの手法も含めて検討していく必要があると

感じた。

また、現状のままで進めるのであれば、交付金の用途の好事例を展開する事も必

要と感じた。

(4) ゴミステーションの範囲よりも多くのごみが捨ててある。世帯数に合わせてステ

ーションを考えるべきと思う。綺麗に出せている自治会と情報交換し、より良いご

み対策を講じてもらえればと思う。

(5) 現状と課題として、生活環境推進委員を確保すること。委託金の公表を平等にす

る。推進交付金の使途の報告を義務化。外国籍の人に協力する等。

また、正副推進員の連絡協議会など設置し、意見交換、活動報告会、推進に委員

の交流（現場に派遣）等考える。

(6) 生活に欠かせないごみ問題、出されているごみの管理も重要であり、課題が残る。

しかし、ごみを出さない工夫も一人ひとりが意識して、環境汚染に対して責任を持

っていかねばと理解した。
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また、地域の委託管理は自治会長をはじめ、生活環境委員であるが委託料があっ

てもなり手がいないことは、今後人員確保、維持に対しては地域に任せるだけでな

く、連携を持って考えていかねばと理解した。

(7) 多文化共生の先進地である本町のゴミステーション問題は、優先度の高い問題で

あり町民の関心も高い位置にある。

地域別でのモラルと自治会の士気（環境衛生委員や住民の意識の違い）が綺麗に

整備されているゴミステーションの方策が水平転換できてなく、地域格差が生まれ

ている。文化や生活環境の違う外国籍の方々には、特に丁寧な指導とごみ出しルー

ル、ステーションの整備が必要と感じた。特にルールが守られていないステーショ

ンには監視カメラの設置も検討する必要性も感じる。多言語対応のごみ分別アプリ

ケーションの周知も意識的に目につく方策を実行する必要性がある。

・本町の道路整備と復旧工事の状況について

(1) 台風や大規模な地震発生時は高木が倒木し、危険であるとともに交通網の遮断に

もつながることから、しっかりマネージメントしていく必要を感じた。

(2) 強風・強雨による樹木の枝折や倒木は自然災害でもあるが、幹の硬さや風によっ

て取られる葉の容姿、広葉樹や針葉樹等調査、データー化にも取り組むことで、今

後の植樹の資料にと考える。

深い位置へ下水道を埋設する工事は、数年間は路盤の沈下が懸念される。そうい

った事を考慮しながら舗装の本復旧実施とのことだが、その部分の観察は周期的に

行ってほしい。

(3) 本町の道路舗装率は９０％台と高い状況にあるが、維持管理はまだまだ改善の余

地はあると考える。道路工事には水道、電気、ガス工事等、道路舗装を痛める工事

が行われるので実施した際は、本復旧までの道筋をきちんと考えておく必要がある

と感じた。大都市でも同様の工事を実施しているのに、本町ほど道路舗装の老朽化

が進んでいないと考えているので、調査研究をする価値があると感じた。

(4) 倒木の危険性のあるものは早めの対処を願う。また、道路整備に関しては、仮工

事の所が多く早めの対策をお願いしたい。

(5) 土木管理課・都市整備課の所管事務の見直しが必要と考える。また、道路管理課

（新規）等、道路専門の部署を設置し、緑地担当課・下水道係など分割し連携を図

ってはと考える。

(6) 道路舗装管理の難しさ、長期にならざるを得ない問題など再認識した。下水道工

事の舗装復旧手順もフロー通りに行かないことが（期間の猶予も含め）、多々現場で

は起こりえる事と理解し、道路管理のプロ、水道企業団のプロとして、最善の連携

や調整を図り進めていってほしいと考える。

(7) 高木の倒木は、実際に被害が発生し損害賠償も発生している状況であり、危険高

木の把握・対応は急務である。
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大規模災害時の緊急輸送道路の取り決めはされているが、電柱が倒れた際の想定

がされていない状況では、電線地中化の計画も進めていく必要性を感じる。

台風など、大雨時の浸水対策も住民の関心度が高いところであり、太田八瀬川の

整備計画も決まり、本町七ヵ村用水路の拡幅工事も計画されている。被害状況の確

認ポイントの周知や利根川に通じる水門の開閉情報の連携（太田市含む）も必要と

感じた。

下水道などで道を切削して工事し復旧工事をしているが、発注段階で仮復旧工事

までしか見積もりに入れてなく、本復旧工事が大幅に遅れている。現状を把握し、

計画的に本復旧工事を進める必要性を感じた。

以上



２０２１年１０月度民生産業常任委員会所管事務調査報告書

作成者 澁木 茂

１．実施日 令和３年１０月６日(水) １０時～

２．出席者 委 員 長 都丸 裕史

副委員長 堀越 幸広

委 員 黒澤 佳代子

委 員 澁木 茂

委 員 佐藤 久芳

委 員 塚田 義一

委 員 須田 敏彦

３．説明者 健康福祉部部長

健康福祉部副部長

福祉課課長

社会福祉係係長

４．調査事項 社会福祉の充実について

生活困窮者支援事業の取り組みについて

５．調査内容 （１）本町の生活困窮者に対する考え方について

（２）本町の生活困窮者の状況

（３）本町の生活困窮者支援事業の状況

（４）コロナ禍での生活困窮者支援事業の取り組み

（５）ボランティア団体との連携について

（６）今後の生活困窮者支援事業を実施していくための課題

（１）本町の生活困窮者に対する考え方について

①生活困窮者の定義

明確な基準は示めされていない。

②本町における生活困窮者支援の考え方

専門家を介入し、相談支援体制の充実を図り、自立を促すことを重要視する。



（２）本町の生活困窮者の状況

①本町の生活困窮者数

明確な基準が示されていないために把握できない。

②生活困窮者生活実態把握の取り組み

生活相談、民生委員、他部署との連携にて把握している。

※委員コメント：従来型の周知方法を検討してプッシュ型の伝達を実行してく

ださい。

（３）本町の生活困窮者支援事業の状況

①本町の生活困窮者支援事業数と主な内容

食糧支援 ２事業 町備蓄品による食糧支援

フードバンクによる食糧支援

就労支援 ２事業 無料職業紹介事業 町内１２社が登録

作業着や衛生用品の物品を提供

②本町の生活困窮相談体制及び支援までの流れ

町民相談室、社会福祉協議会、民生委員、他部署より福祉課へ

必要に応じて館林保険福祉事務所と連携している。

※委員コメント：相談員、民生委員、関係する方々のスキルアップを図る研修

会と横の連携を密に取り組んで下さい。

（４）コロナ禍での生活困窮者支援事業の取り組み

①子ども食堂実施状況

４団体中２団体実施

②食糧支援の実施状況

町備蓄品より５件、フードバンクより１１世帯１２件、

フードドライブ回収数１２４品

※委員コメント：子ども食堂を実施している団体と、実施出来ていない団体が

あるが、ネットワーク会議にて実施方法など情報共有を図ってください。

（５）ボランティア団体との連携について

①ボランティア団体に対する考え方

町内の細部に存在する生活困窮者の発見につながるため有益。

②本町の生活困窮者支援に関わるボランティア団体の一覧

「フードバンク北関東」「子ども食堂実施４団体」

③ボランティアとの連携

子ども食堂ネットワーク会議

学習支援団体への調査

④コロナ禍でのボランティア活動支援状況

テイクアウトやフードパントリーに手法を変更、感染対策のアドバイス



（６）今後の生活困窮者支援事業を実施していくための課題

潜在的な困窮者の発見・把握

総合的・包括的な支援

生活困窮者の自立

※委員コメント：各地域の自治会や諸団体と連携して、積極的に出向き働きか

けをお願いします。

以上



２０２１年１１月度民生産業常任委員会所管事務調査報告書

作成者 佐藤 久芳

１．実 施 日 令和３年１１月１０日(水)

２．出 席 者 委 員 長 都丸 裕史

副委員長 堀越 幸広

委 員 黒澤 佳代子

委 員 澁木 茂

委 員 佐藤 久芳

委 員 塚田 義一

委 員 須田 敏彦

３．説 明 者 都市建設部部長

都市施設課課長

都市施設課課長補佐

公園緑地係係長

土木管理課課長

道路整備係総括技官

４．調査事項 『都市基盤の整備について』

５．調査内容 『町内衛生施設の管理状況について』

１．町内公衆便所の数、設置年数、維持管理方法について

２．西小泉駅公衆便所の建設費及び仕様の詳細について

『都市計画道路の進捗状況について』

１．小舞木寄木戸線全体計画について

２．事業経過について

３．進捗率について

６．調査結果

『町内衛生施設の管理状況について』

・町内公衆便所は６０箇所設置されており、設置年数はもっとも古い物で昭和５２年

設置、新しいもので平成２９年に設置された西小泉駅前公衆便所となっており、維



持管理方法としては地元自治会管理と業者委託に分かれている。

・「大泉町公共施設長寿命化・再配置方針」に記載の公衆便所は短期的には現状維持

中長期的には更新や集約化が行われる。それ以外の公衆便所については現状維持と

し、更新等については地元自治会と協議をしていく。

・平成２９年に設置された西小泉駅前公衆便所は建設費 3,564 万円

仕様は、男性用：小便器２・大便器（洋式）１・手洗い２

女性用：大便器（洋式）１・大便器（和式）１・手洗い２

多機能：大便器（洋式）１・オスメイト１・手洗い１

◆障がいを持つ方たちが利用しやすい多機能トイレは比較的大きな公園などを中心に

町内 14 箇所の設置がある。多機能トイレは障がいを持つ方だけではなく性的マイノ

リティなどの方にも必要となるため配慮が必要である。また、災害時に備え、マン

ホールトイレや防災公園化の検討も必要である。

『都市計画道路の進捗状況について』

・昭和３５年６月に小舞木古戸線として都市計画を決定したが、平成６年８月に小舞

木寄木戸線へ変更した。

・延長：２０６ｍ 幅員１６ｍ（車道９．０ｍ・歩道３．５ｍ両端）

用地買収面積３０５８．０８㎡ 工作物等移転補償件数１５件（住宅 7件、工場 1

件、倉庫 1件、集合住宅 1件、駐車場等 5件）

・事業経過

※令和３年１０月３１日現在

・進捗率としては用地取得面積割合が約３０．７％（931.92 ㎡/3058.08 ㎡）

事業費は令和２年度までに約 1億 5000 万円が使われている。

◆計画のメリットとして太田市から熊谷市へのアクセスが向上することと、寄木戸

地区の活性化に繋がる。

完成までの事業費は約 5億 7000 万円程度を見込んでおり、用地買収が終了すれ

ば、約 4年程度で開通できる見込みである。用地買収・工作物等移転補償に関し

て記載の 7件以外に新たに 2件の同意を得ているため、残りは 5件となるが、地

権者は開通後の騒音や振動を懸念されている。

事業が長期化していることは町にとってもマイナス要因であると考えるが地権者

の気持ちに寄り添って丁寧な対応をしていくべきである。

以上

平成２６年度 第１回地元説明会（事業説明・測量調査について）

平成２７年度

地形測量、中心線測量等

第２回地元説明会（計画案提示・用地測量について）

第３回地元説明会（用地調査について）

平成２８年度 用地測量、路線測量、詳細設計、補償調査等

平成２９年度 用地買収・工作物等移転補償１件

平成３０年度 用地買収・工作物等移転補償２件

令和元年度 用地買収・工作物等移転補償１件

令和２年度 用地買収・工作物等移転補償１件

令和３年度 用地買収・工作物等移転補償２件
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２０２２年１月度民生産業常任委員会所管事務調査報告書

作成者 塚田 義一

１．実 施 日 令和４年１月１２日（水）

２．出 席 者 委 員 長 都丸 裕史

副委員長 堀越 幸広

委 員 黒澤 佳代子

委 員 澁木 茂

委 員 佐藤 久芳

委 員 塚田 義一

委 員 須田 敏彦

３．説 明 者 住民経済部部長

経済振興課課長

企業誘致係係長

商工振興係係長

４．調査事項 コロナ禍における産業観光支援施策について

５．調査内容

（１）コロナ禍での事業所に対しての支援

（２）町の産業支援施策について

（３）コロナ禍前の本町の観光振興の取り組みとコロナ禍に

よる影響について

（４）広報宣伝活動の取り組みについて

（１）コロナ禍での事業所に対しての支援

①コロナ禍での経営状況と取り組みについて

コロナ禍での資金繰りに苦しむ事業所に対してセーフティネットの活用

を促し、経営の安定に努めた。

②営業継続支援金交付

コロナ禍で売上が 10％以上減少した町内商店に一律 3万円を交付した。
（理美容店 83件,小売店 122件,生活関連サービス 28件,飲食店 131件）

③コロナ禍における経営状況
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・セーフティネット保証制度認定件数（業種別）

新型コロナウィルス感染症など災害や大規模な経済危機等により、経営

の安定に支障をきたしている中小企業が市町村の認定を受けることで信

用保証協会を通じて利用できる保証制度、これにより県等の制度融資を

受けることができる。

④営業継続支援金交付件数（売上減少、業種別）

コロナ影響により令和２年２月以降の売り上げが前年同月比１０％以上

減少した町内商店等に一律３万円を交付する事業（令和２年度実施事業）

（2）町の産業支援施策について
①中小企業等感染症予防対策支援金

新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するため、町内の事業所等にお

いて消毒・除菌その他の感染症予防対策を実施する中小企業等に対して

支援金を交付した。

②ストップコロナ対策認定店等登録奨励金

新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するため、群馬県が実施する「ス

トップコロナ！対策認定制度」に登録された店舗を営む中小企業に対し

て奨励金を交付した。

③感染症対策事業継続支援金

国の月次支援金または、群馬県の群馬県感染症対策事業継続支援金の支

給の決定を受けた町内事業者に支援金を交付した。

④プレミアム付商品券

新型コロナウィルス感染症により低迷した地域経済の活性化を図るとと

もに消費者への家計支援を図るため、大泉商工会と連携し発行した。

【プレミアム付商品券換金実績】 ※令和 3年 12月 22日現在
区分 登録店舗数 換金店舗数 枚数 金額（円）

大型店 8 6 28,254 14,127,000
一般店 121 42 13,545 6,772,500
飲食店 77 38 14,268 7,134,000
計 206 86 56,067 28,033,500

●発行者：大泉町商工会 ●発行総額：1億 2千万円
●発行部数：16,000セット ●利用期間：令和 3年 11月 20日～令和 4年 2月 28日
●販売価格：5,000円（500円券*15枚 7,500円分）
●販売日：令和 3年 11月 20日～22日（再販売：令和 3年 12月 12日）
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⑤今後の産業支援施策の課題と取り組みについて

ア、企業が進出しやすい環境の整備

・新たな工業地の確保の調査研究

・創業及び空き店舗への進出支援

イ、企業の災害等対応力の強化

・事業継続力強化計画の策定などの支援

ウ、時代の変化に対応したニーズの把握と支援策の調査研究

・関係機関との連携や情報収集

※コロナ禍で商工業が疲弊している時、コロナ支援金、プレミアム付商品券を

交付し、低迷した地域経済の活性化を図る。

（４）広報宣伝活動の取り組みついて

①大泉町観光協会によるＳＮＳ等による情報発信（投稿回数）

②大泉町観光協会ホームページアクセス数

令和２年度 ２９，１７９回

令和３年度（１１月末現在） ２６，９２２回

③大泉町観光協会のコロナ禍での活動

大泉町観光協会については、コロナ禍での感染拡大防止や外出自粛等の

影響により、「活きな世界のグルメ横丁」をはじめとする主催事業や、街

の魅力をＰＲする物産展などが中止となったほか、本町を訪れる人への

対応が減少したため、以下の活動により、本町の魅力発信や、会員事業

者の支援等を行った。

ア、「活きな世界のグルメ横丁」開催中止に伴い、出店者等の紹介動画の

ネットでの発信をはじめとする、ＳＮＳ等を活用した街のＰＲの発

信。

イ、インターネット上での物販サイトの開設

ウ、コロナ禍における各種支援制度の会員事業者への申請手続き支援

エ、行政、会員事業者等への通訳・翻訳業務支援

④町が実施している観光事業支援策の内容と状況

ア、大泉町観光協会への支援

・大泉町観光協会の運営補助 令和３年度当初予算 9,048,000 円

年 度 Facebook Twitter Instagram YouTube 計

令和元 145 73 28 5 251
令和２ 203 111 71 79 464
令和３ 85 70 37 44 236
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・ＰＲイベント等の出店時の共同参加

イ、事業の推進に関する地域振興事業への支援

・地域振興事業（大泉祭り）事業費の補助

令和３年度当初予算 5,250,000 円

⑤今後の観光支援施策の課題と取り組みについて

ア、ニューノーマルに対応したイベントの開催方法

・感染症対策を取り入れたイベントの運営方法の確立

イ、ニューノーマルに対応した観光ＰＲ

･ＳＮＳや動画配信等を活用した町のＰＲ推進

ウ、マイクロツーリズムの来訪者拡大

・近隣からの小規模団体の来訪を促進するためコンテンツの検討、周知

エ、大泉町観光協会との連携の強化

・外国籍店舗・飲食店への日本人客増加策に関する調査研究

・新たな誘客のための観光資源開発に関する調査研究

オ、フィルムコミッション事業の推進

・映画やドラマ等のロケ地としての町内各所の利用推進

・本町を舞台とした作品の製作または誘致

※ コロナ禍による相次ぐイベント中止の中で、ＳＮＳなどを活用して町のＰＲ

に力をいれていき、又ユーチューバーと連携して魅力ある町をＰＲして下さ

い。

以上



２０２２年２月度民生産業常任委員会所管事務調査報告書

作成者 須田 敏彦

１．実 施 日 令和４年２月２日(水)

２．出 席 者 委 員 長 都丸 裕史

副委員長 堀越 幸広

委 員 黒澤 佳代子

委 員 澁木 茂

委 員 佐藤 久芳

委 員 塚田 義一

委 員 須田 敏彦

３．説 明 者 健康福祉部部長

健康福祉部副部長

福祉課課長

障害福祉係係長

高齢介護課課長

介護保険係係長

４．調査事項 『福祉施設の充実について』

５．調査内容 『本町におけるグループホームの現状と課題について』

６．調査結果

【福祉課】

障害福祉制度におけるグループホームは、正式名称を「共同生活援助」と言い、「障が
い者の日常生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービスの１つ。障
がい者に対し、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食
事の介助、相談やその他の日常生活の援助を行う。

○本町のグループホームの特徴

本町にはグループホームが３施設あり、どのグループホームも主な障害対象は、知的障
害や精神障害をお持ちの方が入居している。
令和３年 12月末時点では、定員 22名に対し、入居者２０名で稼働率は、９０，９％

であるため、障がい者の親亡き後や地域移行の受け皿として、グループホームを整備し



ていく必要がある。

【高齢介護課】

介護保険制度におけるグループホームは、正式名を「認知症対応型共同生活介護」と言
い、介護保険法で、認知症の方が共同生活し、スタッフの介護を受けながら、食事や入
浴などの介護や支援、機能訓練を受けることができる住居のこと。

○本町のグループホームの特徴

本町のグループホームは、「グループホームマゼンタ」のみ１施設。要介護１以上の方を
入所の対象としている。また、認知症の専門の住居で、住民票がある方のみ入居対象と
している。
令和３年 12月末時点では、定員２７名に対し、入居者２４名で稼働率は、８８，９％

であるため、国の推計では、２０２５年には認知症の方が７００万人（高齢者の５人に
1人）と予測されているため、新たなグループホームを整備していく必要がある。

【福祉課・課題と対応について】

○入所・入居者同士のトラブル対応

私的な物（冷蔵庫内の食糧等）無くなる、入浴時の順番などがある。
名前を付ける、入浴の順番表を作成するなど対応している。
また、入居条件が６５歳未満となっていますが、６５歳以上になった場合など、高齢

介護課、関係部局と連携が図られているに安心した。

【高齢介護課・課題と対応について】

○認知症の減少対策

早期に集中対応し、研修や脳トレなど、予防事業を展開している。オレンジカフェ（認
知症カフェ）への参加。また、eスポーツの取り組みは、調査研究する中で、職員を県
の取り組みを視察した。

７．所感

少子高齢化や人口減少で、全国の自治体が施設整備の課題をかかえている。群馬県で

は、増加する既存の施設の空き部屋を有効活用しようと、前橋市に建設された、県営住

宅を改修し、障がい者のグループホームやシングルマザー専用のシェアハウスなど整備

している。本町にも県営住宅・町営住宅など計画的に、有効活用する検討すべき時期に

来ている事を提案致します。

以上


