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令和２年１２月 蓮田市議会定例会 市政に対する一般質問

発言
順序

発　 言 　者
（所属会派）

質 問 項 目 と 要 旨
答 弁 を
求める者

１　下水道事業について
　(1) 公共下水道未整備地区の現状について
　　(ｱ) 市街化調整区域における未整備地区の世帯数は。
　　(ｲ) 汚水の処理方法と割合は。
　(2) 浄化槽利用者に対する補助について検討状況は。
　(3) 汚水処理について、各家庭では知らない人が多いと思
　　われるが、周知すべきではないか。
　(4) 排水路の状況を把握しているか。
　(5) 排水路の清掃を定期的に公費で行うことは出来ない
　　か。

市長
担当部長

２　小学校予定地について
　(1) 現在の利用状況について
　(2) 新設校の必要性について
　(3) 今後の活用について

市長
教育長
担当部長

１　地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築に
　ついて
　(1) 断らない相談支援体制について
　　(ｱ) 現状
　　(ｲ) 課題
  (2) 重層的支援体制整備事業について
　　(ｱ) 検討状況
　　(ｲ) 課題
　　(ｳ) 今後の進め方
　　(ｴ) 国の交付金を活用したモデル事業の取り組みは。
  (3) 包括的な支援体制の構築に向けた、計画的整備の推進
　　は。

市長
担当部長

２　ケアラー支援について
　(1) 県の「ケアラー条例」制定後の取り組み
  (2) ケアラーへの具体的支援
  (3) ケアラー支援の新たな事業の創設や拡充についての考
　　えは。
　(4) ヤングケアラーについて
　　(ｱ) 実態についての認識
　　(ｲ) 児童・生徒への周知、啓発
　　(ｳ) 県のアンケート結果についての見解

市長
教育長
担当部長

３　母子健康手帳の電子化について
　(1) 現状
  (2) ICTを活用し、日々の子育てを効率化・負担軽減する
　　様々な子育て支援サービスとして、母子健康手帳の電子
　　化を進めるのはいかがか。

市長
担当部長

４　３歳児健診における視力検査について
　(1) 現在の検査内容
  (2) 受診者数と精密検査の対象者数
  (3) 屈折異常検査の重要性について、保護者への周知は。
　(4) 屈折異常や斜視などの早期発見に有効な視覚検査機器
　　を導入し、「スクリーニング検査」をするのはいかが
　　か。

市長
担当部長

発言順序　１番 ～　６番（発言順序は抽せんによる）

1 齋　藤　昌　司
（はすだ政和会）

2 鈴　木　貴美子
（無会派）

発言日 １２月 ９日（水）
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令和２年１２月 蓮田市議会定例会 市政に対する一般質問

発言
順序

発　 言 　者
（所属会派）

質 問 項 目 と 要 旨
答 弁 を
求める者

１　市民によりそった空き家対策
　(1) 空き家増加抑制対策
　(2) 空き家バンク早期導入
　(3) 空き家等対策策定
　　(ｱ) 改修補助
　　(ｲ) 解体補助
　　(ｳ) 空き家条例

市長
担当部長

２　水と緑のまちづくり
　(1) 元荒川を多様な生物が生きる自然豊かな川によみがえ
　　らせる努力
　(2) 元荒川右岸の「水辺再生プラン」に基づき造られた湾
　　等の維持管理
　　(ｱ) 意義
　　(ｲ) 県・市・市民の役割

市長
担当部長

１　適正な入札・契約制度について
　(1) 平成２９年度以前と平成３０年度以降の落札率の変化
　　について
　(2) 令和元年度の最高落札率と最低落札率について
　(3) 市内業者Ａ～Ｄランクそれぞれの数と、発注総数に占
　　めるランク別の落札件数および落札総額について
　(4) 総合評価方式の取り組み実績について
　(5) 最低制限価格制度と低入札価格調査制度の導入につい
　　て

市長
副市長
担当部長

２　シティセールスの取り組みについて
　(1) 近年のシティセールスの取り組みと成果について
  (2) 今後の戦略的なシティセールスへの取り組みについて

市長
担当部長

3 栗　原　　　勇
（日本共産党）

4 森　　　伊久磨
（蓮田志士の会）

発言順序　１番 ～　６番（発言順序は抽せんによる）発言日 １２月 ９日（水）
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令和２年１２月 蓮田市議会定例会 市政に対する一般質問

発言
順序

発　 言 　者
（所属会派）

質 問 項 目 と 要 旨
答 弁 を
求める者

１　ナッジ理論の活用について
　(1) 公共政策としてのナッジ理論の評価は。
　(2) ナッジ理論の活用の考えは。
　　(ｱ) 新型コロナウイルス対策に活用してはどうか。
　　(ｲ) 交通安全に活用してはどうか。
　　(ｳ) がん検診に活用してはどうか。
　　(ｴ) 納税率向上に活用してはどうか。
　　(ｵ) 今後の活用についてはどうか。

市長
副市長
担当部長

２　安心で楽しい図書館について
　(1) 図書館の企画展を開催してはどうか。
　(2) 読書通帳を作成してはどうか。
　(3) 図書除菌機を導入してはどうか。

市長
教育長
担当部長

３　改正品確法及び運用指針について
　(1) 公共工事の改正品確法の現状と課題は。
　　(ｱ) 予定価格の設定に反映されているか。
　　(ｲ) ダンピング対策が取られているか。
　　(ｳ) 施工時期の平準化への取り組みは。
　(2) 設計業務、地質調査・測量等への対応の現状と課題
　　は。

市長
担当部長

１　蓮田市災害廃棄物処理計画策定について
　(1) 地域防災計画における廃棄物の収集処理体制の
　　　位置付けは。
　(2) 災害廃棄物処理計画策定について
　　(ｱ) 現在の状況は。
　　(ｲ) 内容は。
　　(ｳ) 他市町村の状況は。

市長
担当部長

２　公共施設利便性・市民利用促進について
　(1) 公共施設予約システム利用者登録申請について
　　(ｱ) 現在は施設ごとに利用登録申請をしないと予約でき
　　　ないが一括で登録できないか。
　(2) 無料スポーツ施設の有料化について
　　(ｱ) 利用料金設定基準は。
　　(ｲ) 使用料の用途は。
　(3) パルシー・ハストピア・図書館のオストメイトの整備
　　について
　　(ｱ) 現在の状況は。
　　(ｲ) 今後について
　(4) 図書館について
　　(ｱ) 開館時間の延長の考えは。
　　(ｲ) Wi-Fi設備整備の考えは。
　　(ｳ) 駐車場の増設の考えは。
　(5) ハストピア市民利用促進について
　　(ｱ) カルチャー事業の進捗状況は。
　　(ｲ) 利用状況・運営状況は。
　(6) パルシー周辺スポーツ公園化について
　　(ｱ) 市民広場オープンスペース利用促進の考えは。
　　(ｲ) 飲食施設の誘致の考えは。
　(7) 蓮田駅西口行政センター市民活動エリア利用について
　　(ｱ) 貸出施設の内容と使用料は。
　　(ｲ) 予約の仕方はどのようになるか。

市長
教育長
担当部長

5 山　田　孝　夫
（公明党）

近　藤　純　枝
（はすだ政和会）

6

発言順序　１番 ～　６番（発言順序は抽せんによる）発言日 １２月 ９日（水）
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令和２年１２月 蓮田市議会定例会 市政に対する一般質問

発言
順序

発　 言 　者
（所属会派）

質 問 項 目 と 要 旨
答 弁 を
求める者

１　コロナ禍における学校行事の在り方
　(1) 特別活動の実施状況
　　(ｱ) 修学旅行（小・中学校）
　　(ｲ) 林間学校（小学校）
　　(ｳ) スキー教室（中学校）
　(2) 卒業証書授与式・入学式の実施予定
　　(ｱ) 市の方針
　　(ｲ) 前回の対応を踏まえた課題
　(3) 今後、子ども達へできること
　　(ｱ) 学校行事の実施
　　(ｲ) 市議会議場を活用した授業

市長
教育長
担当部長

２　小・中学校の大規模改修
　(1) 特定建築物点検調査における老朽化の現状把握
　　(ｱ) 調査基準
　　(ｲ) 現状と課題
　　(ｳ) 今後の方針
　(2) 今後の長寿命化計画策定
　　(ｱ) 対象施設と検討状況
　　(ｲ) 検討体制
　　(ｳ) 関連する他の計画との調整

市長
教育長
担当部長

３　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の活用
　(1) ＡＥＤ設置場所の周知
　　(ｱ) 公共施設設置場所の周知
　　(ｲ) 民間設置場所の周知
　(2) 施設閉館時の使用
　　(ｱ) 現状
　　(ｲ) 屋外への設置
　(3) 心肺蘇生ガイドラインの変更
　(4) ＡＥＤの貸出
　　(ｱ) 貸出状況
　　(ｲ) 体育団体等への貸出

市長
消防長
担当部長

４　地域共生社会の実現
　(1) 重層的支援体制整備事業の実施
　　(ｱ) 市の取組状況
　　(ｲ) 事業スキーム
　　(ｳ) 事業実施の課題
　　(ｴ) 事業実施の目標年度
　(2) 相談窓口の機能強化
　　(ｱ) 福祉の総合相談窓口
　　(ｲ) アウトリーチを通じた支援体制

市長
担当部長

発言順序　７番 ～　１２番（発言順序は抽せんによる）

関　根　香　織
（はすだ政和会）

7

発言日 １２月 １０日（木）
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令和２年１２月 蓮田市議会定例会 市政に対する一般質問

発言
順序

発　 言 　者
（所属会派）

質 問 項 目 と 要 旨
答 弁 を
求める者

１　蓮田市の中央省庁との交渉について
　(1) 市長がこの１年間で中央省庁を訪問・協議した回数と
    相手は。
　(2) 市長が就任以来、中央省庁を訪問・協議した回数と相
    手は。

市長
副市長
担当部長

２　市長の菅総理への表敬訪問について
　(1) 歴代総理の中で菅総理だけを訪問した理由は。
  (2) 移動手段は。
  (3) 同行者は。
  (4) 会談場所は。
  (5) 会談時間は。
  (6) 目的は。
  (7) 広報はすだへの「有意義な情報交換となりました」と
    の記述について
    (ｱ) 広報はすだへ掲載した目的は。
　　(ｲ) 誰に有意義なのか。
　　(ｳ) 情報交換の内容は。

市長
副市長
担当部長

３　危機管理について
　(1) 「入札参加資格要件の決定理由が非公開なのは市の方
     針である」との市長答弁について
　　(ｱ) 当該方針はどのように明文化されているか。
　　(ｲ) 非公開を市の方針とした理由は。
    (ｳ) 非公開による市のメリットは。
　　(ｴ) 公開による市のデメリットは。
　(2)「蓮田市は外から指摘されない限り談合を疑わないの
    は、不法行為の調査機関ではないから」との答弁につい
    て
　　(ｱ) 問われているのは犯行後の捜査・犯人逮捕ではな
      く、犯罪の予防。一般的会社の危機管理ならば社員の
      不法行為の兆候を見つけ問いただすものだが、蓮田市
      は犯罪兆候を一切関知しない故予防を一切しないとい
      うことか。
　　(ｲ) 危機管理上「外部から指摘されない限り談合を疑わ
      ない即ち犯罪発生を疑わない」ことでよいとする理由
      は。
  (3) 談合情報対応要領について
　　(ｱ) 改訂状況は。

市長
副市長
担当部長

４　予算計上する際の積算について
　(1) 予算計上の際、積算の客観的妥当性の判断はどのよう
　　にしているのか。
　(2) 予算計上の際の対象業務の内容はどのように設定して
    いるのか。

市長
副市長
担当部長

8

発言順序　７番 ～　１２番（発言順序は抽せんによる）

福　田　聖　次
（初心の会）

発言日 １２月 １０日（木）
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令和２年１２月 蓮田市議会定例会 市政に対する一般質問

発言
順序

発　 言 　者
（所属会派）

質 問 項 目 と 要 旨
答 弁 を
求める者

１　公共工事入札制度について
　(1) 入札制度の現状及び課題等について
　　(ｱ) 採用している入札方式は。
　　(ｲ) 予定価格の適正な設定への取組みは。
　　(ｳ) ダンピング受注を防止するための取組みは。
　　(ｴ) 発注や施工時期の平準化への取組みは。
　　(ｵ) 課題は。
　(2) 市内事業者を守るための入札制度への取組みについて
　　(ｱ) 令和元年度の市内事業者の落札件数は。
　　(ｲ) 市内事業者の入札参加条件の緩和等の検討は。
　　(ｳ) 課題は。

市長
副市長
担当部長

２　国指定史跡黒浜貝塚整備事業について
　(1) 令和２年度整備事業について
　　(ｱ) 進捗状況は。
　　(ｲ) 課題は。
　　(ｳ）今後の予定は。
　(2) 全面供用開始に向けて
　　(ｱ) 開始の時期は。
　　(ｲ) 課題は。
　(3) 維持管理について
　　(ｱ) 樹木の管理は。
　　(ｲ) 水辺の生活エリアの水質管理は。
　　(ｳ）ARシステムの維持管理は。
　　(ｴ) 課題は。
　(4) 黒浜貝塚の活用について
　　(ｱ) 市民の憩いの場としての考え
　　(ｲ) 観光名所としての考え
　　(ｳ）広報はどのように行うのか。
　　(ｴ) 課題は。

市長
教育長
担当部長

３　小・中学校水泳指導について
　(1) 小・中学校プール授業について
　　(ｱ) 現状は。
　　(ｲ) 課題は。
 （2）小・中学校プールの維持管理について
　　(ｱ) 現状は。
　　(ｲ) 課題は。
　(3) 水泳指導民間連携事業について
　　(ｱ) 現状は。
　　(ｲ) 課題は。
　　(ｳ）今後の予定は。

市長
教育長
担当部長

発言順序　７番 ～　１２番（発言順序は抽せんによる）

9 菊　池　義　人
（市民クラブ）

発言日 １２月 １０日（木）
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令和２年１２月 蓮田市議会定例会 市政に対する一般質問

発言
順序

発　 言 　者
（所属会派）

質 問 項 目 と 要 旨
答 弁 を
求める者

１　スズメバチ等の駆除対応について
　(1) 過去３年間の問合せや苦情件数は。
　(2) 近隣市町等の対応状況は。
　(3) 課題と今後の対応は。

市長
担当部長

２　子宮頸ガン撲滅に向けて
　(1) ワクチン接種
　　(ｱ) これまでの経緯
　　(ｲ) 過去５年間の接種率
　　(ｳ) 接種率を上げるための方策や啓発等
　(2) ガン検診
　　(ｱ) 現状は。
　　(ｲ) 過去５年間の受診率
　　(ｳ) 細胞診とHPV検査の併用は。

市長
担当部長

３　中学校情報化推進事業について
　(1) 進捗状況
　(2) 教育課題に対し期待される効果は。
　(3) ICTを活用する将来の授業のあり方は。
　(4) 学校内ICT環境の整備
　　(ｱ) 教える側の体制整備は。
　　(ｲ) セキュリティ対策は。
　　(ｳ) ICT支援員等の活用の必要性は。

市長
教育長
担当部長

１　シルバー人材センターと市の活性化について
　(1) 蓮田市におけるシルバー人材センターの位置付けと役
　　割は。
　(2) 市がシルバー人材センターに期待することは。
　(3) 現状は。
　(4) 課題は。
　(5) 課題解決等に向けたシルバー人材センターの取り組み
　　と市の支援は。

市長
担当部長

２　高齢者の日常と健康遊具の設置について
　(1) コロナ禍における高齢者の日常生活の現状とフレイル
　　予防施策は。
　(2) 高齢者向け健康遊具の設置は。

市長
担当部長

１　災害廃棄物の一時保管場所について
　(1) 市内の候補場所について
　(2) 課題

市長
担当部長

２　空き家対策特別措置法への対応について
　(1) 市内の空き家の現状について
　　(ｱ) 課題
　　(ｲ) 空き家に対する指導実施件数
　(2) 特定空き家を指定する条件は。
　(3) 空き家バンク制度について
　　(ｱ) 現状
　　(ｲ) 課題
　　(ｳ) この制度を今後どう生かしていくか。

市長
担当部長

12 高　橋　健一郎
（公明党）

11 秦　　　邦　雄
（市民クラブ）

10 石　川　誠　司
（はすだ政和会）

発言順序　７番 ～　１２番（発言順序は抽せんによる）発言日 １２月 １０日（木）
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令和２年１２月 蓮田市議会定例会 市政に対する一般質問

発言
順序

発　 言 　者
（所属会派）

質 問 項 目 と 要 旨
答 弁 を
求める者

１　蓮田駅西口再開発ビル内診療所について
　(1) 進捗状況
　(2) 蓮田病院の関わり
  (3) 入所医療機関決定に時間を要している原因

市長
担当部長

２　蓮田市の観光行政について
　(1) 観光推進事業の現状
  (2) スマートインターフル化を見込んだ観光行政の今後に
　　ついて
　　(ｱ) 道の駅「はすだ」推進事業
　　(ｲ) 貸農園事業
　　(ｳ) キッズパーク事業
　　(ｴ) ふるさとウォーク・サイクリングルートによる蓮田
      再発見
　　(ｵ) 国指定史跡黒浜貝塚整備推進事業
　(3) 観光課の新設

市長
担当部長

３　胃がん予防について
　(1) 中学生に「ピロリ菌検査及び除菌支援事業」を実施す
    ることは。

市長
担当部長

14 木佐木　照　男
（市民クラブ）

１　農業の活性化について
　(1) 遊休農地や耕作放棄地の解消対策について
　　(ｱ) 遊休農地面積は。
　　(ｲ) 耕作放棄地の面積は。
　　(ｳ) 遊休農地を活用する策は。
　　(ｴ) 遊休農地のままにしておくデメリットは。
　(2) 基盤整備による効果について
　　(ｱ) 後継者の増加数は。
　　(ｲ) 農作物の収益アップ率は。
　(3) 企業の農業参入について
　　(ｱ) 件数は。
　　(ｲ) 生産内容は。
　(4) 農業技術や経営の指導について
　　(ｱ) 技術、経営指導の状況は。
　　(ｲ) 研修会等の参加人数は。
　(5) 農地を宅地に転用する方策について
　　(ｱ) 転用できる土地とできない土地は。
　　(ｲ) 転用後に建設された事業所の件数は。
　(6) 農業者所得の向上対策について
　　(ｱ) 付加価値の高い農産物指導の促進は。
　　(ｲ) 直売所の件数と今後の増加の考えは。
　(7) ６次産業の取り組みについて
　　(ｱ) 蓮田市の進捗状況は。

市長
担当部長

発言順序　１３番 ～　１７番（発言順序は抽せんによる）

13 湯　谷　百合子
（初心の会）

発言日 １２月 １１日（金）
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令和２年１２月 蓮田市議会定例会 市政に対する一般質問

発言
順序

発　 言 　者
（所属会派）

質 問 項 目 と 要 旨
答 弁 を
求める者

１　子どもから大人まで楽しめるスケートパークを
　(1) スケートボードを通じたまちの活性化について
　　(ｱ) スポーツ競技としての市の認識
　　(ｲ) 市内で行われている現状と課題
　　(ｳ) スポーツ振興計画としての位置づけ
　(2) 青少年健全育成の場としての可能性について
　(3) 今後の取り組みについて
　　(ｱ) 候補地について
　　(ｲ) 競技振興への取り組み
　　(ｳ) 市民・地域の理解を広げる取り組み

市長
教育長
担当部長

２　子どもの健康と学びを第一に考えた学校施設・設備の早
　期改修を
　(1) トイレ改修について
　　(ｱ) 校舎トイレが乾式化された学校は。
　　(ｲ) 要改修と把握している学校は。
　　(ｳ) 課題
　　(ｴ) 具体的な改修予定
　(2) 雨漏り改修について
    (ｱ) 要改修と把握している学校は。
　　(ｲ) 課題
　　(ｳ) 具体的な改修予定
　(3) 給食棟改修について
    (ｱ) 要改修と把握している学校は。
　　(ｲ) 課題
　　(ｳ) 具体的な改修予定
　(4) 長寿命化計画について
    (ｱ) 完成までのフローと進捗状況
　　(ｲ) 計画にかかる検討体制
　　(ｳ) 現時点での計画概要

市長
教育長
担当部長

１　スタートアップ支援に関して
　(1) 若手起業家の育成とインキュベーション施設開設につ
　　いて
　　(ｱ) 商工会との連携について
　　(ｲ) 起業家を含めたシェアオフィス運営について
　　(ｳ) 近隣市町の現状について
　　(ｴ) 今後の取り組みについて

市長
担当部長

２　市内商工業者救済支援に関して
　(1) 新型コロナウイルス感染症に対する対策状況
　　(ｱ) 小規模事業者等支援金における交付対象者拡大後の
　　　実施状況
　　(ｲ) 市内事業者向け家賃支援金の実施状況
　　(ｳ) 新たな市内事業者支援策について
　　(ｴ) キャッシュレス化促進について
　　(ｵ) コロナ禍におけるガイドライン作成について

市長
担当部長

15 榎　本　菜　保
（日本共産党）

16 山 田　慎太郎
（はすだ政和会）

発言順序　１３番 ～　１７番（発言順序は抽せんによる）発言日 １２月 １１日（金）
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令和２年１２月 蓮田市議会定例会 市政に対する一般質問

発言
順序

発　 言 　者
（所属会派）

質 問 項 目 と 要 旨
答 弁 を
求める者

１　予算編成について
　(1) 令和３年度予算編成方針について
　　(ｱ) 減収の見込み
　　(ｲ) 「横断的な施策により人口減少の歯止め」とあるが
　　　現状と今後の見通し
　　(ｳ) 「補正予算は原則として制度改正など必要最小限の
　　　もの」とあるが、経済状況に合わせて積極的に施策を
　　　うつべきではないか。
　　(ｴ) 経常経費の取り扱いについて（シーリング）
　　(ｵ) アセットマネージメントについて

市長
副市長
担当部長

２　教育の現況について
　(1) コロナの影響を受け、現状はどうなっているか。ま
　　た今後の見通しは。
　　(ｱ) 全般
　　(ｲ) 進度
　　(ｳ) アクティブラーニング
　　(ｴ) 不登校・いじめ
　(2) ICTの活用

市長
教育長
担当部長

３　人事管理と給与について
　(1) 人事評価について
　(2) コロナ下の経済情勢を鑑み、給与の一時引き下げを検
　　討してはどうか。
　(3) 女性登用を更に進めてはどうか。
　(4) 人事交流及び民間との交流、研修について

市長
副市長
担当部長

４　歩道について
　(1) 通学路の歩道について、現状と今後の見通し
　(2) 歩道の幅員確保について

市長
教育長
担当部長

５　ハストピアについて
　(1) 収支の内訳
　(2) 事業の概要について
　　(ｱ) 自主事業に要した日数と収支
　　(ｲ) 委託事業に要した日数と収支
　　(ｳ) 舞台管理業務の内容
　(3) 収益を上げる努力と更なる市民サービス
　　(ｱ) ホール貸出し基準の緩和
　　(ｲ) チケット販売
　　(ｳ) 運営に民間活力も導入してはどうか。

市長
教育長
担当部長

６　西口再開発事業について
　(1) 再開発ビル「プレックス蓮田」で市が負担する維持費
　　の内容
　(2) 事業提案の内容と事業の現状及びその妥当性
　(3) 権利変換と権利者の取り扱い及びその妥当性
　　（最後に残った地権者が利益を得ていないか）

市長
副市長
担当部長

７　開発について
　(1) 埼玉県宅建政治連盟陳情書について
　　(ｱ) 「国道・県道・都市計画道路の沿道の農振除外（白
　　　地区域）に関する件」についての所感

市長
副市長
担当部長

北　角　嘉　幸
（無会派）

17

発言順序　１３番 ～　１７番（発言順序は抽せんによる）発言日 １２月 １１日（金）
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