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令和３年６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　高齢者デジタルデバイドの解消について
　(1) 高齢者のデジタルデバイドの認識と課題は。
　(2) 行政手続きにおけるデジタル化への取組みは。
　(3) デジタルデバイド解消に向けた周知・啓発活動の取組
　　みについて
　　(ｱ) スマホ教室
　　(ｲ) スマホの貸与
　　(ｳ) デジタル支援員

市長
教育長
担当部長

２　蓮田市建築物耐震改修促進計画について
　(1) 計画の達成状況の評価は。
　(2) 課題は。
　(3) 耐震化率は。
　(4) 申請件数について
　　(ｱ) 耐震診断
　　(ｲ) 耐震改修
　(5) 対象拡大の考えは。

市長
担当部長

３　インクルーシブ公園について
　(1) 現状は。
　(2) 課題は。
　(3) インクルーシブを踏まえた公園整備の方針について
　　(ｱ) 駐車場は。
　　(ｲ) 車いす等への対応は。
　　(ｳ) 遊具は。

市長
担当部長

１　コロナワクチン接種事業について
　(1) 75歳以上のコロナワクチン接種予約に関する苦情
　　(ｱ) 苦情件数と内容
　　(ｲ) 苦情に対し、どのような対応をしたか。
　(2) 予約の公平性
　　(ｱ) クーポン券在中郵便物の配達時間と予約開始時間
　　(ｲ) 個別接種のLINE、Web予約の開始時間と電話予約の
　　　開始時間
  (3) 予約方法決定の経緯
　　(ｱ) 市内高齢者の実態把握
　　(ｲ) 結果として、ネット予約主流になった理由
  (4) 予約の代行
　　(ｱ) 市役所市民ホールで予約受付をしない理由
　　(ｲ) 市窓口や公共施設で予約の手伝いをしない理由
  (5) ワクチンのキャンセル分の運用
  (6) 基礎疾患のある方の接種券取得のための申請方法
  (7) コロナワクチン接種済者数の報告

市長
担当部長

２　環境学習館2期工事について
　(1) 建物の階数と規模
  (2) 現学習館の扱い
  (3) 工事期間中の学習館の運営は。

市長
担当部長

３　敬老会について
　(1) 敬老会事業見直しの検討状況は。
　(2) 地域敬老会事業推進だけではなく、長寿を祝う事業す
　　べてを協議する委員会等を設置してはどうか。

市長
担当部長

3 船　橋　由貴子
（日本共産党）

１　宿浦橋を通る歩行者・自転車の安全を確保するために人
　道橋の早期設置を
　(1) 人道橋設置に関する進捗
　(2) 課題
　(3) 今後の予定
　(4) 完成時期の見通し

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）

山　田　孝　夫
（公明党）

1

2 湯　谷　百合子
（初心の会）

発言日 ６月１７日（木）
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令和３年６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　西新宿地区第一排水機場ゲート改修について
　(1) 改修の目的は。
　(2) 検討の結果は。
　(3) 今後の予定は。

市長
担当部長

２　東京2020パラリンピック聖火リレーについて
　(1) 現状について
　(2) 実施計画について
　　(ｱ) 交通規制
　　(ｲ) 沿道応援者のコロナ・熱中症対策は。
　　(ｳ) 補助員の人員確保と安全対策は。
　　(ｴ) 実施しない場合の判断基準は。
　(3) 市民への周知は。
　(4) 問題点は。

市長
担当部長

３　中学校部活動について
　(1) 現状について
　　(ｱ) 各学校における運動部の活動状況は。
　　(ｲ) 地域・学校・競技種目に応じた部活動指導員の現状
　　　は。
　　(ｳ) 部活動指導員による部活動の成果は。
　(2) 適切な運営指導のために部活動指導員人材バンクを設
　　置してはいかがか。
　(3) 黒浜中学校に陸上部を再度つくって欲しいとの要望が
　　出ているが、市としてはどのような対応を考えている
　　か。

市長
教育長
担当部長

４　市民の公園利用推進について
　(1) 現状について
　　(ｱ) 昨年度実施した公園遊具の設置状況は。
　　(ｲ) 市民が進んで利用するための取り組みは。
　　(ｳ) 各公園のトイレの改修状況は。
　(2) 今後の公園整備計画について

市長
担当部長

１　新型コロナワクチン接種事業について
　(1) 75歳以上の接種数と接種率、未接種者への対策は。
　(2) 予約者の当日キャンセルの状況と対策は。
　(3) 71歳以上74歳以下、65歳以上70歳以下それぞれの接種
　　対象数、ワクチン配分量と充足の見通しは。

市長
担当部長

２　スマートインターチェンジについて
　(1) 上り線出口と下り線入口の進捗状況と開通の見通し
　　は。
　(2) 現状の下り線出口の今後の運用は。

市長
担当部長

３　大陸団地、貝塚団地、大山団地、浮張団地の側溝蓋掛け
　事業について
　(1) 進捗状況と完成予定年度は。

市長
担当部長

４　浸水想定区域に立地する学校について
　(1) 市内小・中学校で浸水想定区域に立地する学校は。
　(2) 浸水対策や避難訓練等の実施状況は。

市長
教育長
担当部長

6 石　川　誠　司
（はすだ政和会）

１　市道1472号線整備とバス路線延伸について
　(1) 令和2年9月以降の進捗状況
　(2) 今後の予定

市長
担当部長

5 森　　　伊久磨
（蓮田志士の会）

4 近　藤　純　枝
（はすだ政和会）

発言順序　１番 ～　６番（発言順序は抽せんによる）発言日 ６月１７日（木）
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令和３年６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　新型コロナウイルス対策について
　(1) ワクチン接種の実績と見込みはどうか。75歳以上、65
　　歳以上、それ以下はどうか。
　(2) ワクチンの配分状況はどうか。
　(3) 体制はどうしているのか。
　(4) 予約の現状について
　　(ｱ) 電話回線が少なすぎると思うがどうか。
　　(ｲ) 相談窓口で予約が取れないことについてどう考える
　　　か。
　　(ｳ) 回線の費用負担は。
　　(ｴ) 予約方法を効率的にしてはどうか。
　(5) キャンセル分の活用について
　(6) 生活福祉資金と住居確保給付金について
　(7) 経済対策について

市長
副市長
担当部長

２　図書館について
　(1) 開館、閉館時間について
　(2) 郷土関係の蔵書はどのようになっているか。
　(3) レファレンス機能について

市長
教育長
担当部長

３　教育について
　(1) 不登校ないし休みがちな生徒の動向
　(2) タブレットの導入状況、使用状況
　(3) 教員の研修（特にICT）
　(4) 教員のワクチン接種

市長
教育長
担当部長

４　孤立・孤独対策と女性活躍について
　(1) 女性の孤立化防止
　(2) 市の部長職への女性登用

市長
担当部長

５　スマートインターチェンジについて
　(1) 現在までの整備状況と今後の整備の見込み

市長
担当部長

６　開発について
　(1) 西口再開発について
　(2) 東口の現況と今後の見通し
　(3) 下蓮田農業振興地域について

市長
担当部長

7 北　角　嘉　幸
（無会派）

発言順序　７番 ～１２番（発言順序は抽せんによる）発言日 ６月１８日（金）
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令和３年６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　子どもの放課後の過ごしかた
　(1) 公立学童保育所の待機児童
　　(ｱ) 施設別の待機児童数
　　(ｲ) 待機児童解消に向けた取組み
　(2) 公立学童保育所の運営
　　(ｱ) アプリを使った欠席連絡
　　(ｲ) Wi-Fiや電源の確保
　　(ｳ) 長期休暇中のお弁当の注文
　　(ｴ) 保育料とおやつ代の納入手続き
　(3) 公立学童保育所の指定管理者制度導入
　　(ｱ) 導入後の効果
　　(ｲ) 今後の課題
　(4) 放課後子供教室等の実施
　　(ｱ) 現状
　　(ｲ) 今後の予定

市長
教育長
担当部長

２　蓮田市立小・中学校施設長寿命化計画を踏まえた施設改
　修
　(1) 各校トイレの洋式化
　(2) 各校プールの維持管理
　(3) 蓮田南中学校校舎の改修

市長
教育長
担当部長

３　ライフスタイルに応じた水道料金
　(1) 新型コロナウイルス感染症対策として実施した減額措
　　置
　　(ｱ) 効果と影響
　　(ｲ) 検針票の表記の見直し
　(2) 使用水量の少ない世帯への負担軽減
　　(ｱ) 2ヶ月の使用水量が20㎥以下の世帯数
　　(ｲ) 基本料金の見直し

市長
担当部長

１　商工業の活性化について
　(1) キャッシュレス化の現状は。
　(2) キャッシュレス化の促進の課題は。
　(3) キャッシュレスを使った消費促進の取組状況は。
　(4) リーサスの利用促進状況は。
　(5) 今後の取り組み

市長
担当部長

２　起業家支援に関して
　(1) 起業家支援事業補助金について
　　(ｱ) 現状は。
　　(ｲ) 補助金の決定方法は。
　　(ｳ) 給付後の支援は。
　(2) 今後の取り組み

市長
担当部長

３　コロナ収束後の商工業へ向けた政策について
　(1) 現状は。
　(2) 商工会や関係団体との連携強化は。
　(3) 今後の取り組み

市長
担当部長

４　SDGsの取り組み
　(1) 現状は。
　(2) 近隣市町村との比較は。
　(3) 今後の取り組み

市長
担当部長

５　がんの対策推進
　(1) AYA世代の若年がん患者への支援状況は。
　(2) 近隣市町村との比較は。
　(3) 今後の取り組み

市長
担当部長

8 関　根　香　織
（はすだ政和会）

山 田　慎太郎
（はすだ政和会）

9

発言順序　７番 ～　１２番（発言順序は抽せんによる）発言日 ６月１８日（金）
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令和３年６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　蓮田駅周辺の整備について
　(1) 西口再開発ビル「プレックス蓮田」内の公益施設につ
　　いて
　　(ｱ) 利用状況は。
　　(ｲ) 課題は。
　　(ｳ) 今後の利用計画は。
　(2) 西口再開発ビル保留床について
　　(ｱ) 診療所の計画の現状は。
　　(ｲ) 今後の見通しは。
　(3) 蓮田駅西口通線について
　　(ｱ) 現状は。
　　(ｲ) 課題は。
　　(ｳ) 今後の予定は。
　(4) 県道蓮田鴻巣線の歩道整備事業について
　　(ｱ) 現状は。
　　(ｲ) 課題は。
　　(ｳ) 今後の予定は。

市長
副市長
担当部長

２　小・中学校登下校の安全対策について
　(1) 登下校時に不審者等の情報があった場合の対応は。
　(2) 児童・生徒への防犯に対する注意点は。
　(3) 市として児童・生徒が犯罪などに巻き込まれるリスク
　　を減らす取り組みは。
　(4) 学校関係者、地域住民、警察との連携は。
　(5) 保護者が児童・生徒から不審者情報を聞いた場合は、
　　どのように対応すればよいか。

市長
教育長
担当部長

10 菊　池　義　人
（市民クラブ）

発言順序　７番 ～　１２番（発言順序は抽せんによる）発言日 ６月１８日（金）
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令和３年６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　社会的孤立防止対策
　(1) 貧困女性への支援（生理の貧困）について
　　(ｱ) 市としての考え
　　(ｲ) 防災備蓄品の生理用品を、ローリングストックして
　　　活用するのはいかがか。
　　(ｳ) 学校や公共施設等の個室トイレに配備するのはいか
　　　がか。
　　(ｴ) 「地域女性活躍推進交付金」の活用についての考え
　　　は。
  (2) 自殺対策について
　　(ｱ) 現状
　　(ｲ) 早期発見と予防の取組み
　　(ｳ) ゲートキーパー研修の現状
  (3) ホームスタート事業について
　　(ｱ) 現状
　　(ｲ) 課題
　　(ｳ) 周知・啓発

市長
教育長
担当部長

２　防災・減災対策
　(1) 個別避難計画について
　　(ｱ) 現状
　　(ｲ) 法改正後の取組み
  (2) 避難指示の一本化について
　　(ｱ) 市民への周知
　　(ｲ) 学校での防災教育に取り入れるのはいかがか。
  (3) 学校体育館のエアコン設置について
　　(ｱ) 現状
　　(ｲ) 今後の予定
　　(ｳ) 延長された緊急防災・減災事業債の活用は検討され
　　　たか。
  (4) 地域衛星通信ネットワークについて
　　(ｱ) 現状
　　(ｲ) 第3世代システムへの移行について

市長
教育長
担当部長

３　成年後見制度について
　(1) 現状
  (2) 法人後見実施についての考えは。
  (3) 中核機関設置についての考えは。

市長
担当部長

４　プレックス・キッズについて
　(1) 現状
  (2) 課題
  (3) 今後の目標
  (4) コロナ後の対応
  (5) 周知・啓発

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）

11 鈴　木　貴美子
（公明党）

発言日 ６月１８日（金）
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令和３年６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　地域で安心して老後が過ごせる地域医療・在宅医療介護
　体制の充実を
　(1) 東埼玉病院の「在宅医療サポートセンター」の閉鎖に
　　伴う影響について
　　(ｱ) 理由
　　(ｲ) 閉鎖の経緯
　　(ｳ) 東埼玉病院が果たしてきた役割と影響（利用人数含
　　　め）
　　　・ 在宅医療介護
　　　・ 地域医療
　　　・ 訪問診療
　　(ｴ) 今後の対応
　(2) 地域の在宅医療介護充実のための今後の取り組み
　　(ｱ) 現状
　　(ｲ) 課題
　　(ｳ) 今後の考えと取り組み

市長
担当部長

２　コロナ禍における市内商工業者の実態把握と支援を
　(1) 現状
　　(ｱ) 市内商工業者数の推移
　　(ｲ) コロナ関連の支援実施状況と成果
　　(ｳ) 課題
　(2) 今後の取り組み
    (ｱ) 実態把握と周知、きめ細やかな支援をどのように
　　　行っていくか。
　　(ｲ) 地域商工業の支援について

市長
担当部長

12 榎　本　菜　保
（日本共産党）

発言順序　７番 ～　１２番（発言順序は抽せんによる）発言日 ６月１８日（金）
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令和３年６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　市政の目的について
　(1) 4期15年に渡り蓮田市政を担ってきた中野市長の市政
　　に関する基本理念について問う。
    (ｱ) 市長の市政に取り組む目的は。
　　(ｲ) 市政は誰のためとお考えか。
　　(ｳ) 2元代表制は機能しているとお考えか。

市長
副市長
担当部長

２　住民協働及び、安心・安全な街づくりについて
　(1) スマートインターチェンジを例に、民主的市政運営に
　　おける住民協働の在り方及び、埼玉一安心・安全な街づ
　　くりについて問う。
　　(ｱ) 地域住民からの住宅密集地へのスマートインター
　　　チェンジ利用車両の引き込みに対する反対と交通環境
　　　改善要望には応えず用地買収してまで市道26号線への
　　　接続に固執した理由は。
　　(ｲ) 地域住民からの歩道整備等の地域交通環境改善策の
　　　都市計画決定要望を無視した理由は。
　　(ｳ) 今般、県道接続に計画変更されたことで、市道1260
　　　号線は不要となるが今後は廃道するのか。
　　(ｴ) 市道1260号線整備に要した費用は。
　　(ｵ) 市道1260号線整備は無駄な費用ではなかったか。

市長
副市長
担当部長

３　ワクチン接種について
　(1) 医療業者任せではないか、蓮田市の考えについて問
　　う。
　　(ｱ) 接種コストは、地元医師会などの医療団体への依頼
　　　よりも高額になると想定されるが、関連予算は、すべ
　　　て埼玉県（国）負担なのか。
　　(ｲ) 64歳以下へのクーポン券配布予定時期は。
　　(ｳ) 集団接種と個別接種の比率をどのように想定し、接
　　　種計画全体を立てたのか。
　　(ｴ) 蓮田市医師会・歯科医師会・薬剤師会など関連団体
　　　への協力要請をどのように行ったか。

市長
副市長
担当部長

４　リスクマネジメントについて
　(1) 起きた危機への対応を危機管理、危機が起きないよう
　　リスクの低減・移転・回避・保有で対策する活動をリス
　　クマネジメントと定義した上で、今後のコロナ禍はじめ
　　市政に係るリスクマネジメントについて問う。
　　(ｱ) コロナ禍におけるリスクマネジメントについて
　　　・ コロナ禍における今後のリスクアセスメントにつ
　　　　いて
　　　・ 本市において「密」空間の判断基準をどのように
　　　　考えているか。
　　　・ 現下の優先課題はワクチン接種の早期完了・学校
　　　　その他公共建築物等の換気強化・生活困窮者対策と
　　　　思われるが市の考えは。
　　(ｲ) 都市政策におけるリスクマネジメントについて
　　　・ 西口再開発における病院等の予定施設立地の担保
　　　　は。
　　　・ スマートインターチェンジ出口付近市道26号線に
　　　　おけるセットバックの根拠と担保は。

市長
副市長
教育長
担当部長

発言順序　１３番 ～　１７番（発言順序は抽せんによる）

13 福　田　聖　次
（初心の会）

発言日 ６月２１日（月）
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令和３年６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　希望する人が全員速やかにワクチン接種を受けられるよ
　うに
　(1) 新型コロナワクチン接種状況
　　(ｱ) 75歳以上
　　　・ 対象人数
　　　・ 1回目接種済人数及び接種率
　　　・ 2回目接種済人数及び接種率
　　(ｲ) 65歳以上74歳以下
　　　・ 対象人数
　　　・ 予約開始予定日
　　　・ 接種開始予定日
　　(ｳ) 64歳以下の年齢区分
　　(ｴ) 最低年齢は16歳か12歳か。
　　(ｵ) ワクチン・注射針などの供給状況
　(2) 予約や接種が困難な方への支援
　　(ｱ) 「接種日はいつでもよい」人に対し、接種日を指定
　　　して郵送で通知する方法をとるべきでは。
　　(ｲ) 障がい者施設利用者、高齢者施設利用者、その職員
　　　への一斉接種
　　(ｳ) 介護・療養を居宅で行っている方への訪問接種
　　(ｴ) 予約のとり方を、1回目と2回目をセットでとれるよ
　　　うにすべきでは。
　(3) ワクチン接種に関する自治会回覧は、回覧でなく各戸
　　に配布すべきでは。

市長
担当部長

２　市内中学生のオリンピック観戦見直し
　(1) 観戦計画と課題
　(2) コロナ感染リスクがある中で、観戦の意義
　(3) 熱中症対策
　(4) 生徒又は同居家族に陽性者が出た場合の対応
　(5) 生徒が観戦を希望しない場合の扱い

教育長
担当部長

３　市内中小企業の振興・発展のために
　(1) 契約に関する基本原則について
　　(ｱ) 地元蓮田市内業者の受注状況
　　(ｲ) 透明で公正な競争が行われるための対策は。
　　(ｳ) 透明で公正な競争性が確保できる前提で、地元業者
　　　を基本的に対象とすることについての考えは。
　(2) 大規模工事を地元企業が担う時の問題
　　(ｱ) 行政の前払い金、中間金などのシステムが十分応え
　　　られているか。

市長
担当部長

１　高虫西部地区産業団地整備について
　(1) 都市計画及び農林漁業との調整について
　　(ｱ) 市街地の認定等は。
　(2) 埋蔵文化財の試掘状況は。
　(3) 業務代行予定者について
　　(ｱ) 現在の業務状況は。
　　(ｲ) 今後の業務予定は。
　(4) 土地利用計画について

市長
担当部長

２　井沼の交差点について
　(1) 現状の把握は。
　(2) 整備計画は。

市長
担当部長

３　中央公民館の駐車場整備について
　(1) 駐車場の舗装整備について
　　(ｱ) 進捗状況は。
　　(ｲ) 今後の予定は。

市長
担当部長

15 木佐木　照　男
（市民クラブ）

14 栗　原　　　勇
（日本共産党）

発言順序　１３番 ～　１７番（発言順序は抽せんによる）発言日 ６月２１日（月）
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令和３年６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　新型コロナウイルスワクチン接種事業について
　(1) ワクチン接種の状況等
　　(ｱ) 接種計画は。
　　(ｲ) 予約数、接種数と接種率等は。
　　(ｳ) 余ったワクチンの廃棄を防ぐ方策は。
　(2) 本事業の問題点等
　　(ｱ) 市民からの問合せ・意見等への対応は。
　　(ｲ) デジタル弱者（高齢者等）への対応は。
　　(ｳ) 事業遂行における問題点等は。
　(3) 円滑な実施に向けて
　　(ｱ) 接種会場での状況は。
　　(ｲ) 課題と改善点は。

市長
担当部長

２　市民からの要望等や一般質問への答弁に関する対応につ
　いて
　(1) 市民からの要望や苦情等への対応
　　(ｱ) 実例として、市の遊休地について市民からの購入希
　　　望への対応は。
　　(ｲ) 市民から要望や苦情等があった際の対応は。
　(2) 議会での一般質問に対する答弁内容に係る対応
　　(ｱ) 実例として、市の遊休地についての有効利用の検討
　　　状況は。
　　(ｲ) 一般質問への答弁内容に関する事後の扱いは。

市長
副市長
担当部長

１　新型コロナウイルスワクチン接種について
　(1) 進捗状況について
　　(ｱ) 65歳以上の集団接種での可能枠数は。
　　(ｲ) 65歳以上の個人接種での可能枠数は。
　　(ｳ) 75歳以上の現在の接種人数は。
　(2) 接種予約の課題は。
　(3) 今後の接種計画は。

市長
担当部長

２　トイレトレーラーの導入について
　(1) 市の災害時での活用法は。
　(2) 市の平時での活用法は。

市長
担当部長

16 秦　　　邦　雄
（市民クラブ）

17 高　橋　健一郎
（無会派）

発言順序　１３番 ～　１７番（発言順序は抽せんによる）発言日 ６月２１日（月）
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