
令和３年度事業の結果

　
母子手帳アプリの導入
　木谷が令和元年6月議会において、導入を提案
していた母子手帳（子育て支援）アプリが、三
郷町でも運用が始まりました。 
　子育て世代なら常に身につけているスマホ
で、三郷町の子育て情報を調べられたり、子ど
もの年齢に合わせて予防接種時期を
教えてくれるなどの機能で子育てを
サポートします。 
　令和3年7月スタートし令和4年7
月末時点の登録者数は170人です。

　令和３年度注目の事業がいくつかありました。こ
こではその実施結果をご報告致します。

養育支援訪問
　出産によるホルモンバランスの崩れや、慣れな
い育児の疲れなどでつらい状況となりがちな新
生児を養育している家庭に訪問し、家事の援助
を行うことで養育者の孤立を防ぎます。 
　いまのところは、特に支援が必要と判断され
る方のみが対象となります。自己負担は1時間
500円の予定となっています。
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木谷しんいちろう
Assembly Report 三郷町議会報告

き　     たに

三郷町ファミリーサポー
トセンターについて 

　三郷町ファミリーサポートセ
ンターは、おもに子どもの預か
りや送迎などで子育てのサポー
トをしてくれる有償ボランティア
組織です。 
　サポートを受ける会員、支援
する会員ともに募集
中ですので、ご興味
がある方は一度HP
をご覧ください。 

さんごうアンテナショッ
プ&Cafe  TreEsse 

　木谷の事務所では、町内産業
を応援するため、上記店名で、
三郷町にゆかりのある産品を集
めて紹介、販売をしています。
（営業時間 平日10時～15時） 

　日本遺産「龍田古道・亀の
瀬」推進協議会が開発した「亀
の甲羅(コーラ)」も販売中です。 
　亀の瀬トンネルで貯蔵された
後販売される、コーラなのに亀
をイメージした緑色をしている変
わり種ですが、すっきりとした味
わいの飲みやすいコーラです。 

　ほかにも、いままで知らな
かった三郷町産品に出会えるこ
とまちがいなし！ぜひ一度お立
ち寄りください。
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令和４年度新規事業について
　令和4年度 注目の新規事業はこちらです！

新

安心安全のビーコン導入

　小学生を対象に小さなICタグを携帯させて、
これと通信することにより、登下校時の人によ
るみまもりを補完できるビーコンを導入します。
これにより、登下校中の子どもがどこを通過し
たかがリアルタイムでわかるようになります。 
　地域BWAが整備されたことで現実的な予算で
導入が可能となったとのことです。 
　令和4年度中に整備を行い令和5年度より運用
開始の予定です。

新

惣持寺地区調整池の整備

　長年、大雨が降るたびに雨水を大和川に排出
できなくなることで浸水していた惣持寺地区に
ついて、16,500㎥の雨水を貯められる調整池を
設けることで浸水被害の防止を図るもので、地
区にとっては念願の事業となります。 
　

新

　　三郷町の魅力発信のために作成した地域発信
型映画「風の中のピアノ」の上映費用として令和
3年度予算で計上されていましたが、映画の完成
が予定より遅れたため不執行となりました。 
　その後この作品は、令和4年4月に沖縄県で開
催された第14回沖縄国際映画祭で初公開されて
おり、上映会費用が令和4年度予算であらためて
計上されています。

地域の魅力発信と地域活性化

「選択的夫婦別姓の導入を
求める意見書」について 
　令和3年6月議会では「選択的夫婦別姓を求める
意見書」案が提出されました。 
　この議案について三郷町議会での採決は、賛成
は木谷を含め6名、反対6名の可否同数でした。 
　その結果、議長の意見を議会の意見とする「議
長決裁」が行われることとなりましたが、議長が
反対したため、本意見書は否決されました。 

 
　 
　現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又
は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければ
なりません。 
　この夫婦同姓制度の現実的な問題点は、改姓手
続きの煩雑さ（また、それを95%以上女性が負担
すること）、改姓により個人として積み上げてき
た実績を失いかねないなどの不都合があったり、
氏を含む氏名を自己のアイデンティティとして重
視する人にも改姓を求めることです。 
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（30万円）

（2ヵ年計画で 13億2000万円）
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（1727万円）

2017年10月の被害の様子

　夫婦別姓を許すと家族の一体感が失われるとい
う議論もありますが、令和3年度に行われた、内
閣府の「家族の法制に関する世論調査」では「家
族の一体感・きずなには影響がないと思う」とい
う答えが61.6%となっています。 
 
 

　また、夫婦別姓制度は、戸籍制度とも矛盾しま
せん。現に平成8年の審議会答申では、別氏夫婦
の戸籍の記載例が想定され、国会でも戸籍制度の
機能は変わらないという答弁がされています。 

　ただし木谷も、別姓夫婦において子どもの感情
に何らか影響がある可能性が全くないとはいえな
いとは思います。その点は別姓を望む夫婦が十分
利害得失を検討頂きたいです。 

　旧姓の通称使用の拡大も一考
すべき案ではあります。 
　しかし、そのために広く民間
のシステム改修が必要になるほか、「旧姓」とい
う概念がパスポートの国際規格にないため、海外
渡航時に手続きが難しくなるなど、国際化が進む
なか将来的にも解決しがたい問題もあります。 

　なるべく多くの人に、自分らしく生きていける
ように選択肢を持ってもらう、そのために夫婦別
姓制度の創設を求めます。

法務省：いわゆる選択的
夫婦別姓制度について

37.8 61.6
(%)0.6

家族の一体感・きずな
が弱まると思う

家族の一体感・きずなには
影響がないと思う無回答

　選択的夫婦別姓で重要なことは、夫婦は別姓
を選んでもよいということであり、同姓が良い
人は今まで通り同姓を選べるということです。

　しかし木谷は、国において選択的夫婦別姓の
制度を速やかに創設すべきだと考えます。

　平成31年4月の選挙における2期目の当選以来、
みなさまのご支援のもと、魅力あふれる三郷町を
つくるために活動させていただいています。 
　今回も町政のうごきと木谷の活動をご報告いた
しますので、ぜひご覧ください。 

　今年1月に発行したこの議会報告においてお伝え
したとおり、今年は以下の目標を特に重視して活
動しております。 

 

　 
　令和5年4月の任期末まで残り1年を切りました
が、まずはそこまで全力で活動・研鑽に励みます
ので、引き続きご支援をよろしくお願いいたしま
す。

少子化対策と子育て支援１

環境保護のための取り組み２

政治行政についての積極的な情報公開３

　　骨髄移植のドナーとなる方の負担を軽減し、
骨髄等の移植の推進を図るため、通院、入院日
数に応じて1日につき最大2万円を助成するもの
で、令和3年度は1件利用されました。

骨髄移植ドナー支援事業

　　不妊・不育症の治療には大きな精神的、経済
的負担を伴います。 
　令和2年度までも、不妊症について治療費に対
する助成を行っていましたが、令和3年度では不
育症も助成対象としつつ、上限額も引き上げる
ために予算を倍増しました。令和3年度には不妊
症で16件、不育症で1件が利用されました。

不妊・不育治療費助成

（150万円）

（39.6万円）

（225万円）

（42万円）

三郷町：アプリ 
子育て応援ナビ 
さんごう」



この1年間で開催された議会

令和3年第1回（5月）臨時議会

　おもに議長・副議長や委員会の所属など
の人事を決める臨時議会です。 
　議長に高岡進議員、副議長に先山哲子議
員が選出されました。 
　私は前年同様、文教厚生常任委員会に委
員長として、上下水道特別委員会に委員と
して所属することになりました。

令和3年第2回（6月）定例議会

　定例会ですが、例年、比較的議題の少な
い議会です。予算の補正や、条例の制定・
改正などが行われます。 

　この議会では、手話を必要とされる方々
の社会参加の促進と、安心して暮らせる地
域社会実現のため「三郷町 手話言語条
例」の制定が決定されました。

令和3年第4回（12月）定例議会

　この定例会では、今後ますます重要にな
る役所業務のデジタル化に対応するため、
令和4年4月から総務部内に「デジタルイ
ノベーション課」を新設するための条例改
正がおこなわれました。 
　木谷は、デジタル技術の活用でスマート
行政を実現し、それによる人的な余力でデ
ジタルに不慣れな人のサポートを徹底す
る、万人に優しいデジタル都市三郷をめざ
しています。 
　その意味で、デジタルイノベーション課
の創設には大きく期待を寄せています。 

　その他、入湯税の課税基準の改正に関す
る条例改正も可決されています。

令和4年第1回（3月）定例議会

　おもに来年度（今回は令和4年度）の予
算を審議する議会です。 

　令和4年度予算では、SDGsに取り組む
三郷町の理念を具体化するべく、奈良学園
大学跡地を脱炭素先行地域とし、2030年
Co2排出実質ゼロを目指すとするなど、多
くの環境配慮型施策が予定されています。 
　また、惣持寺地区の調整池上部を活用す
る「グリーンインフラ導入検討事業」につ
いては、自然と人の共生という観点、そし
て地域の魅力を高めるという観点からもど
のように実を結ぶか楽しみな事業です。

　令和3年度、私が参加した議会は、この7つの議
会です。おもな内容をご紹介いたします。

？木谷しんいちろうの一般質問
　一般質問とは、町政のあらゆる分野につい
て、議員が、本会議で町の事実・施策・見解
などを問うことができるものです。 
　いままで木谷がした主な質問とそれに対す
る町の回答の要約を掲載します。（全文は議
会会議録でご覧いただけます。）

三郷町ではR3年3月に子ども
の実態調査を行いました。 
その中で、経済的理由で子ど

もを学習塾に通わせられなかった経験
がある方は、全体で3.8%、困窮度が
高い世帯については17.6%でした。 
　親の経済状態にかかわらず、子ども
の学習や才能を伸ばす機会は平等に保
障されるべきものです。親の経済状態
のため、その子どもの特性や資質に応
じた必要な学習ができなかったとすれ
ば、 所得格差を世代間で固定化する
ものとなりかねません。  
　三郷町でも学習塾代を初めとする学
校外での教育に係る費用の助成を行っ
てはと考えますが、いかがですか。

町：近年、進学のため塾に通わせること
が当たり前となっていますが、通塾費用
は公立中学生で年間約20万円と、経済的
に困っている家庭では支出が困難です。 
　このような状況の中、本町では就学援
助として学用品や修学旅行等の費用を支
援するとともに、高等学校等への進学が
困難な世帯に対し、新入学経費の一部を
助成しております。 
　また、中学3年生に対し週2日学習支援
塾を開設し、あわせて中学校では自習形
式の水曜学習会も行っており、学校外で
の教育に係る助成は考えていません。 

？ 学校外の学習にかかる費用の助
成について（令和3年6月議会 P67～）
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町政に関わる各種会議の情報公
開について(令和3年9月議会 P57～）

有識者や関係者の意見を聞く審
議会等の会合は、その結果が行
政の施策に影響を与えるため、

いわば町議会に準ずるもの言えます。  
　そうであれば、町議会と同様、個人情
報の保護に必要な場合等、正当な非公開
要件を定めた上で、会議は原則公開とす
べきではないかと考えます。そして、町
HPに特設ページを設けて、会議日程、議
事録等を組織横断的に閲覧できる形にす
るべきと考えますがいかがですか 。

町：本町における審議会等の公開状況で
すが、法令や条例・規則等の規定がある
ものを除いて、積極的な情報発信は行っ
ておりません。また、ほとんどの審議会
等では、日程等の公表について明確な
ルールを定めていないのが実情です。  
　行政の透明性の確保や住民の知る権利
の観点からも、情報公開は大変重要であ
り、 実際に一部の大規模自治体では各種
審議会等の日程や議事録を専門的な部署
が統括し、公表しています。  
　しかし本町は、審議会等の数や開催回
数自体が少ないことや、構成委員や討議
の進め方等もそれぞれ審議会等によって
異なることから、統一的なルールを作成
することは現在考えておりませんが、 今
後、それぞれの審議会等でのルールづく
りを促してまいりたいと考えています。

令和3年第3回（9月）定例議会

　おもに昨年度（今回は令和2年度）の決
算を審議する議会です。 
　令和2年度の一般会計決算は、歳入119
億円、歳出110億円となり、前年度から
の繰越しなどを差引した結果、最終的には
1億6千万円の黒字決算となりました。  

パートナーシップ宣誓制度の導
入について（令和3年3月議会 P76～）

近時、パートナーシップ宣誓
制度を導入する自治体が増加
しています。 

　この制度は、（戸籍上の性別が）同
性である者の間での法律婚が認められ
ていないことを前提にしつつも当事者
の方々の気持ちに寄り添うため、二人
のパートナーシップが婚姻に準ずる状
態であるとの宣誓を当事者から受けた
ことを自治体が証明するものです。 
　互いの個性や多様性を尊重し、誰も
が心穏やかに生活できる社会をつくる
一つの方策として、三郷町にも同様の
制度を取り入れてはどうでしょう。

？

町：新たな制度としてのパートナーシッ
プ制度の導入につきましては、他の法制
度とも深く関係しているものであり、直
ちに制度化できるものではありません
が、導入の是非を検討していくことが必
要であると考えています。

今すぐ導入というわけにはい
かないというお答えでした。 
この問題は、当然国が率先し

て取り組んでいくべき課題であって、
究極的には同性婚を認める法改正に
よって権利を実現すべき内容でありま
すが、同性婚は憲法との関係もあり相
当難しい議論が必要です。 

町：この問題は人権問題の一つと考えて
おり、費用の問題ではないため予算の検
討はしていません。 
　また（渋谷区での発祥から5年が経っ
ても）74自治体でしか導入されていな
いのは、（国による）法整備があってし
かるべき問題だからと思います。 
　制度を導入した自治体においてはさま
ざまな意見もあると聞いているので、利
用状況、効果を見極め検討します。

導入自治体が74にとどまり
広がっていない、という見方
をされていますが、各自治体

の導入時期をみれば、ここ2年で賛同
の勢いが増していることがわかり、あ
と数年もすればかなりの自治体で導入
されることになると思われます。 
（※その後令和4年7月現在では、
223の自治体で導入されています。） 
　過去の同様の一般質問で、町は「準
備にとりかかっていくとまでは言えな
い」という回答をされていました。 
　具体的な開始時期は抜きにしても、
以前の立場から一歩進めて、今後の導
入に向けて準備を進めるといったご回
答があればと思いますがどうですか。

その他の質問

学校長期休暇中の放課後児童ク
ラブにおける昼食提供について
（令和3年3月議会P49～）

？

町立小中学校における遠隔授業
の推進について 
（令和2年9月議会 P47～）

？

医療的ケア児の放課後児童クラ
ブでの受入について 
（令和3年12月議会 P47～）

？

　一方、この制度は法的効果はないも
のの、比較的導入しやすい制度です。 
　予算的にも、実現に費用がかからな
いようであれば積極的にいこう、とい
う考えにもなるかと思いますが、今回
この制度を実現するとすればどの程度
の費用がかかるものかと検討いただい
た結果でしょうか。

町：全く後ろ向きではないですが、どう
いうところに問題があるのかも含めて詰
めていきたいと思います。 
　要は、やはりこれは法律改正によるべ
きものだと思いますので、その辺の動向
も含めて検討していきたいと思います。

　その後、町ホームページリニューアル
に伴い、総合教育会議（町長と教育委員
会が教育政策につき協議する会議）の議
事録が公開されるよう
になりました。 
　今後も、可能な限り
の情報公開・公表、を
目指して活動します。

令和3年第2回（7月）臨時議会

　おもに、コロナ対策として国から交付さ
れる地方創生臨時交付金の使い方を審議す
る臨時議会でした。 

　この年の9月に「信貴の湯」がオープン
したため、「三郷町信貴の湯温泉観光施設
の設置及び管理に関する条例」も制定され
ました。

令和4年第1回（2月）臨時議会

　この回も、地方創生臨時交付金の使い方
を審議しました。子育て世帯応援臨時特別
給付金について、当初5万円を現金、5万
円をクーポンでという給付方法で予算措置
されたのを、10万円一括の現金給付に変
更したことへの承認がされました。


