
 

 

 

 

令和３年第２回（６月）定例会 

 

市政一般質問通告要旨 
 

 

6月11日（金） 
午前 9時 30分 

6月14日（月） 
午前 9時 30分 

6月15日（火） 
午前 9時 30分 

6月16日（水） 
午前 9時 30分 

6月17日（木） 
午前 9時 30分 

1 
伊勢田幸正 

日本維新の会 
6 

根 岸  操 
立憲 

8 
木 村 邦 憲 

日本共産党 
12 

山 下 淑 子 
公明党 

16 
勝 山  祥 

草の根 

2 

     

関野兼太郎 
21・未来クラブ 

7 
篠 原 通 裕 

公明党 
9 

寺 田  玲 
日本共産党 

13 
小 泉  陽 
21・未来クラブ 

17 
加賀奈々恵 

草の根 

3 

     

佐 野 正 幸 
21・未来クラブ 

  10 
小 川  匠 

日本共産党 
14 

篠 田  剛 
公明党 

18 
熊 谷  麗 

草の根 

4 
深 瀬 優 子 

公明党 
  11 

川 畑 勝 弘 
日本共産党 

15 
田 中 栄 志 
21・未来クラブ 

19 
村 元  寛 

草の根 

5 

     

尾 崎 孝 好 
21・未来クラブ 

        

 

※開始時間は予定ですので変更になる場合がございます。 

 

質問実施方法 

（１）質問順序は、質問通告書の受付順とする 

（２）質問時間は、答弁の時間を含めて、一人６０分以内とする 

（３）１回目の質問は､登壇して一括で行う 

（４）２回目以降の質問は、質問席からの一問一答方式とする 

（５）質問回数の制限はしない 
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１ 伊勢田 幸正（議席番号５番） 

１．学校給食のアレルギー対応食の提供について 

（１）アレルギーを持つ生徒・児童の数、内容は 

（２）アレルギー対応食を本市の給食で提供できない理由を確認する 

（３）富士見市公共施設個別施設計画では、学校給食センターについて、「現状維持」との考

えだが、アレルギー対応に加え、近年はハラール給食の必要性も議論される社会情勢に

かんがみ、前倒しで見直す考えはないか、教育長の見解を問う 

２．学校給食無償化について 

（１）市長の考えを改めて伺う 

（２）段階的に、主食費分などからの無償化について 

３．給食でのゲノム編集食品への対応について 

（１）ゲノム編集トマトの流通が我が国でも始まろうとしているが、学校給食・保育所の給食

でのゲノム編集食品への対応は 

４．学校現場でのＩＣＴ化について 

（１）学校からのプリント、連絡帳の電子化について 

（２）教材費の集金袋の廃止、キャッシュレス化について 

５．校則について 

（１）校則の現状について 

（２）校則の地域への公開としてウェブ公開について 

６．さらなる行財政改革について 

（１）市長の退職金について、これまでの議論を確認する 

（２）審議会について 

①オンライン会議が可能な環境づくりについて 

②文書審議についても条例上の根拠を 

 

 

 



 

 

 

 

２ 関野 兼太郎（議席番号１３番） 

１．コロナ禍におけるスマートシティへの取組の現状について 

（１）デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）のまちづくりへの活用は 

（２）誰もが取り残されないＳＤＧｓの実践のためとして、デジタル・デバイド対策は 

（３）国が基本的目標として掲げている市民の幸福度（ウェルビーイング）向上にどう生かさ

れているのか 

（４）教育現場の現状について 

①タブレットパソコン活用の現状は 

②教員の対応の現況は 

２．組織改編に伴う対応について 

（１）条例等に旧役職名が存在するが対応は 

３．様々な地域課題について 

（１）富士見川越バイパス延伸工事に伴い影響を受けている地域の生活道路確保対策は 

（２）水谷調節池工事の進捗状況について伺う 

（３）水谷東ゲートボール場の活用現状は 

 

 

 

３ 佐野 正幸（議席番号３番） 

１．安全安心について 

（１）下校時の見守り体制を市としてもサポートを 

（２）エスカレーターの安全な利用の促進を 

２．コロナ対策について 

（１）高齢者への対応を伺う 

（２）市役所の窓口予約にＩＴの活用を 

（３）イベント開催時の予約・入場にＩＴの活用を 

（４）今年度のブックスタートの方法を伺う 

３．子育て環境について 

（１）送迎保育の実施を 

（２）第３子以降の世帯への補助の充実を 

（３）子どもの近視を防ぐ対策を 

（４）携帯電話の使用に関する指導と、家庭内ルールの推奨を 

４．地域要望について 

（１）西出張所の一時閉鎖に伴う暫定対応を 

（２）下の谷公園の休憩場所の改良を 

 

 

 



 

 

 

 

 

４ 深瀬 優子（議席番号１７番） 

１．防災・減災対策について 

（１）「避難勧告」を廃止し、「避難指示」に一本化すること等をはじめとした改正災害対策基

本法が施行となったが、本市の防災情報の取組は 

（２）自力での避難が難しく支援が必要な人の避難方法を具体的に決める「個別避難計画」策

定に対する本市の取組は 

（３）危機管理課と福祉政策課との連携体制は 

２．生産緑地地区について 

（１）本市の生産緑地（平成４年指定）に対しての取組について 

（２）特定生産緑地の推進について 

（３）所有者から市への相談の現状は 

（４）所有者が宅地化を選択した場合に開発と農地保全のバランスをどのように取り組んでい

くのか 

（５）都市農業の振興について 

３．コロナ禍における女性の貧困や孤立解消への対策について 

（１）本市の取組について 

（２）地域女性活躍推進交付金の活用について 

４．市民の健康を守るために 

（１）昨年度、新型コロナウイルス感染症対策として予防接種補助金（高齢者肺炎球菌ワクチ

ンとインフルエンザワクチン、妊婦・子どものインフルエンザワクチン）を実施したが、

今年度も同様の取組をすることについて 

 

 

 



 

 

 

 

５ 尾崎 孝好（議席番号１１番） 

１．市民サービスの充実に向けて 

（１）人材（財）育成に向けた取組は 

（２）組織としての力を高めていくための取組は 

（３）業務の効率改善に向けて 

①ＲＰＡ導入の評価と今後の進め方は 

②業務量の調査について 

（４）市民意識調査について 

（５）情報の発信とフォローについて 

２. マイナンバーカードの普及促進と利便性向上について 

（１）これまでの取組の評価と今後の方策は 

（２）利便性向上に向けた検討は 

３. 農業行政について 

（１）農業基盤・環境整備に向けた市の考え方は 

（２）担い手の育成・確保に向けた市の取組は 

（３）経営改善に向けた市のサポートは 

４. 緑地の維持・創出について 

（１）保全・活用に向けた方針等の策定は 



 

 

 

 

６ 根岸 操（議席番号４番） 

１．新型コロナウイルス感染症関連対策について 
（１）感染症の現状と今後の取組について 

①市内感染の現状は 

②ワクチン接種の対応は 

③ＰＣＲ検査の実施の考えは 

（２）経済・生活支援について 

①経営者の実情と支援の考えは 

②働く世代の実情と支援の考えは 

③高齢者の実情と支援の考えは 

２．鶴瀬駅東口について 

（１）区画整理事業の進捗について 

（２）集会所について 

（３）駅周辺の駐輪について 

（４）一方通行の逆走防止対策について 

３．教育行政について 

（１）ＧＩＧＡスクール構想について 

①学力向上への活かし方は 

②ＩＣＴ機器から健康を守るには 

（２）部活動の現状と今後について 

４．スポーツ行政について 

（１）第２運動公園について 

①施設の整備について 

（２）学校開放について 

 

 



 

 

 

 

７ 篠原 通裕（議席番号１５番） 

１．新型コロナワクチン接種について 
（１）高齢者施設の入所者や通所者のワクチン接種について 

（２）基礎疾患を有する方と高齢者施設で従事されている方の接種について 

（３）障がい者やその家族と障がい者施設などに従事されている方の接種について 

２．さらなる修学の助成に向けた取組について 

（１）現在富士見市で行っている高校・大学等に修学する際の支援制度について 

（２）大学等奨学金支援事業など新たな制度導入について 

３．フレイル予防の推進について 

（１）高齢者の栄養摂取について 

（２）高齢者の運動について 

（３）高齢者の社会参加について 

４．富士見市の空地について 

（１）現在の富士見市の空地の状況について 

（２）空地の有効活用、環境を保全する対策について 

（３）生産緑地の適正な利用・管理について 

 



 

 

 

 

８ 木村 邦憲（議席番号９番） 

１．地域公共交通について 

（１）東上線西側地域への循環バス運行を求める陳情が全会一致で採択されたのを受け、市と

しての検討状況は 

（２）今後、市は西側地域に循環バス運行を試験的に運行すべきと考えるが市の見解は 

２．西出張所、サンライトホールの代替施設設置を 

（１）西出張所、サンライトホールの閉鎖発表以降、日常的に利用していた市民の声、要望を

市は把握しているのか 

（２）代替施設を鶴瀬駅周辺に設置し、市民サービスの維持・向上を 

３．小学校の校庭開放を 

（１）市として小学校の校庭開放の実態はつかんでいるのか 

（２）昨年、１０月にスポーツ庁が発出した「子供の運動不足解消に向けた地域と学校の連携

推進について」を受けて校庭開放に向けた対策を 

４．市内の公園の遊具について 

（１）現在の遊具の状況、撤去済と改修中、工事予定の遊具数は 

（２）今後の遊具の改修計画は 

（３）現在の遊具の状況と今後の予定を市民に対して公表を 

５．市民生活に関わる諸問題について 

（１）鶴瀬駅西口土地区画整理地内特８－１号線の開通についての協議の進捗状況と見通しは 

（２）鶴瀬駅北側の第１１０号踏切を拡幅し両側に歩道の確保を 

（３）関沢２丁目のマンション建設に伴う周辺道路の安全対策を 

（４）鶴瀬西交流センター前の交差点に信号機の設置を 

 

 



 

 

 

 

９ 寺田 玲（議席番号１０番） 

１．新型コロナウイルス感染症から市民の命と暮らしを守るために 

（１）相談体制の充実を 

①富士見市配偶者暴力相談支援センターに婦人相談員など専門相談員の配置を 

②総合相談窓口を設置し、各課、社会福祉協議会、生活サポートセンターふじみと連携を 

（２）フードパントリーの実施について 

①応援物資を保管する冷蔵庫や場所の確保を 

②農協などと連携し、定期的なフードパントリーの実施を 

（３）生理の貧困について 

①小中学校のトイレに生理用品の設置を 

（４）困窮する学生への支援策として支援金の支給を 

２．びん沼自然公園整備事業について 

（１）管理施設、複合遊具、トイレ、駐車場の工事について、これまで寄せられた意見が設計

にどう反映されたのか。また、なぜ説明会を行わず工事に着手するのか 

（２）埼玉県生態系保護協会との協議について 

①モニタリングの実施と今後の計画は 

（３）市民団体との協議について 

（４）びん沼自然公園の調節池機能について 

①現在の容量と開発後の容量は 

②盛土や客土をするにあたり県との協議はどう進めるのか 

（５）いったん公園整備事業を停止し、市民の声を聴き計画の見直しをするべき。見解を伺う 

３．放課後児童クラブ事業について 

（１）南畑放課後児童クラブの増設について 

①現在の進捗状況は 

②補正予算を組み、早期の増設を 

（２）つるせ台、水谷放課後児童クラブの現状は 

４．地域要望について 

（１）県道川越新座線と市道第１４６号線（東大久保地内）の安全対策の進捗は 

（２）市道第４５号線（水子地内）石井緑地公園付近通学路に防犯灯増設や反射板の設置を 

（３）市道第３１号線及び市道第６１１号線（南畑地内）の通学路にグリーンベルトとポール

の設置を 

（４）南畑新田３６４番地付近の荒川土手へ上がっていくスロープの今後の管理について 

 



 

 

 

 

１０ 小川 匠（議席番号２０番） 

１．新型コロナウイルス感染症から市民の命と暮らしを守るために 

（１）ワクチン接種の現状と課題について 

（２）小・中学校における林間学校・修学旅行の前に児童・生徒、教職員に対しＰＣＲ検査の

実施を   

（３）事業者等への支援を 

（４）医療機関への支援を 

（５）東京オリンピックのホストタウンを辞退する考えは 

２．学校給食費の無償化を 

（１）憲法第２６条は「義務教育はこれを無償とする」していることから本来給食費は無償で

あるべきと考えるが市の見解は 

（２）２０２０年７月及び８月に本市でも無償化を実施したが、市としてどのように事業を評

価しているか 

（３）学校給食費無償化の実施に向けて具体的な検討を進めるべき 

３．１８歳未満で家族の介護やケアを担うヤングケアラーへの支援を 

（１）本市におけるヤングケアラーの実態は 

（２）埼玉県の施策を踏まえ、教育委員会と福祉部門との連携による取組を 

（３）市として支援のための体制整備を 

４．市民生活に関わる諸問題について 

（１）地域の住環境を守ることについて 

  ①鶴瀬東２丁目において計画されているマンション建設について、市として事業者に対し

住民との話し合いを行うよう更なる指導を 

②滋賀県守山市の「共同住宅等に係るまちづくり調整条例」を参考に、本市でもマンショ 

ン紛争を予防するための条例を策定することについて 

（２）勝瀬原記念公園の芝生について 

（３）「勝瀬小入口」交差点の信号機を定周期式とすることについて 

（４）県道ふじみ野朝霞線の改善を 

 

 



 

 

 

 

１１ 川畑 勝弘（議席番号２１番） 

１．新型コロナウイルス感染症から市民の命と暮らしを守るために 

（１）コロナ感染者が８００人を超えた。富士見市として、コロナを収束するための方策を取

るべき。市の考えは 

（２）コロナを封じ込めるために、無症状者からの感染を防ぐ大規模なＰＣＲ検査などを行う

ことが必要。医療施設、介護施設、障がい福祉施設、職場や学校、保育園等での週 1回

程度の検査をしてはどうか 

（３）負担軽減のため水道料金の引き下げを 

２．富士見ガーデンビーチについて 

（１）富士見ガーデンビーチを廃止することについて 

①市民からは「なぜ閉園にするのか」と全く理解されていない。市民の声やアンケートを 

踏まえて再度、考え直すべき 

②廃止にあたり、本市だけでなく、ふじみ野市・三芳町と協議や情報共有を図ってきたの 

   か 

③学校プールを活用するにあたり教員の負担増につながると懸念される。市の見解は 

（２）新型コロナの影響で２年間開園出来ず廃止になってしまう。ぜひ、公営の市民プールの

存続をすべき。市の見解は 

３．上南畑地区産業団地整備事業について 

（１）３月定例会で合併浄化槽では環境への影響や水害などが心配されることから公共下水道

の整備をすべきとの質問に対し、副市長から「努力していきたい」と答弁があった。具

体的にどのように進めていくのか 

（２）地域住民が懸念している水害対策や交通渋滞対策などの情報が住民に示されていない。

不安解消のためにも、具体的な説明をすべきと考える。市の見解は 

（３）調整池の底面利用としてスケートボード・ＢＭＸ場の整備を要求してきたが進捗状況は 

４．子育て支援と教育環境の充実を 

（１）２０２０年度まで行ってきた国民健康保険税における多子減免制度の復活を 

（２）子どもの医療費を１８歳まで無料化に 

（３）学校体育館にエアコンの設置を今年度から行うが３年かけるのではなく短期集中してエ

アコンの設置が出来ないのか。また、同時に特別教室にエアコンの設置をすべきではな

いか 

 



 

 

 

 

１２ 山下 淑子（議席番号１６番） 

１．人にやさしい情報提供サービスについて 

（１）富士見市のスマートフォン版ホームページについて 

（２）今後のホームページの改修への取組について 

（３）市民が知りたい情報を個別で配信を 

①メール配信サービスの導入を 

②ＳＮＳの活用を 

２．マイナンバーカードの普及促進について 

（１）現在の普及状況と今後の取組は 

（２）マイナンバーカードの安全性の周知を 

（３）マイナンバーカードの利活用について 

①健康保険証として利用可能となるが、現在の状況は 

②図書館利用カードや、自治体ポイントの併用利用に向けての考えは 

（４）マイナポータル「ぴったりサービス」の電子申請について 

３．介護サービスの更なる周知について 

（１）現在の介護サービス周知に対する本市の取組は 

（２）一定の年齢の方へ、介護制度案内チラシの配布をしてはどうか 

（３）児童・生徒への認知症サポーター養成講座の推進を 

４．安心で安全な公園の整備を 

（１）トイレのバリアフリー化について 

（２）トイレの管理清掃について 

（３）防犯カメラ設置状況について 

 

 

１３ 小泉 陽（議席番号１番） 

１．商工業の施策について 

（１）組織改正に伴う商工業の重点施策は 

（２）コロナ禍における市内事業者の現状の認識は 

（３）コロナ収束を見据えた施策について 

２．公共交通政策について 

（１）組織改正に伴う市内公共交通の重点施策は 

（２）地域公共交通会議における令和３年度の見直しに向けてのスケジュールは 

（３）長期的な公共交通の整備について 

３．危機管理について 

（１）組織改正により新設された危機管理監の役割について 

（２）災害時における対応について 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

１４ 篠田 剛（議席番号１４番） 

１．コロナ禍における市内商工農事業者や文化芸術事業者に対する支援について 

（１）国の取組である一時支援金・月次支援金などについて 

（２）県の取組である感染防止対策協力金などについて 

（３）市の取組である小規模企業者支援給付金などについて 

２．びん沼自然公園について 

（１）びん沼と南畑排水機場について 

（２）びん沼自然公園整備事業について 

３．難波田城公園と水子貝塚公園について 

（１）事業について 

（２）開園時間の延長について 

４．セルビア共和国のホストタウンとして、本市のオリンピック・パラリンピックへ向けた取 

組について 

（１）令和３年度の開会式までの取組は 

（２）富士見市の施設等にセルビアやシャバツのネーミングすることは 

（３）開会中の取組は 

（４）閉会後の取組は 

（５）シャバツ市交流４０周年事業は 

 

 

１５ 田中 栄志（議席番号２番） 

１．水谷地域の魅力あるまちづくりについて 

（１）土地の利活用について 

①魅力ある市街地形成について 

②みずほ台駅周辺の生活拠点としての考え方は 

（２）交通環境整備について 

①都市計画道路みずほ台駅東通線の早期完成を 

②狭あい道路の改善を 

③移動の利便性向上を 

２．教育行政について 

（１）小中一貫教育の現状と今後の展開は 

（２）インクルーシブ教育の今後の展開は 

（３）確かな学力の育成への取組は 

３．債権管理について 

（１）債権管理条例の現状と課題は 

 



 

 

 

 

１６ 勝山 祥（議席番号１８番） 

１．ふじみ野地域について 

（１）上沢地域と市道第５１２７号線、ふじみ野駅への道路について 

（２）ふじみ野東１丁目の水辺空間の整備や、ふじみ野小学校方向への歩道を整備しては 

（３）ピアザふじみの投票環境について 

２．子ども医療費の助成について 

（１）２市１町（富士見市、ふじみ野市、三芳町）以外で、１５歳以下の市民が利用する主な

医療機関は 

（２）埼玉県立小児医療センターや、埼玉医科大学総合医療センターなど市民の利用が多い医

療機関でも、窓口払いをなくすよう働きかけを 

３．富士見ガーデンビーチについて 

（１）今後の跡地利活用について 

（２）学校プール開放にレジャー的な要素を 

 

 

 

１７ 加賀 奈々恵（議席番号７番） 

１．スポーツ環境の充実について 

（１）スポーツ環境の充実について 

（２）富士見市都市公園条例の見直しを 

２．学校給食の充実について 

（１）提供体制の充実を 

（２）食物アレルギー対応に向けた取組を 

３．新型コロナウイルスワクチンの接種体制について 

（１）予約時のサポート体制の充実を 

（２）接種しやすい環境づくりについて 



 

 

 

 

１８ 熊谷 麗（議席番号８番） 

１．公園にボール使用可能なスペース設置について 

（１）市内のボール使用可能な公園の現状について 

（２）新規公園の計画はあるのか 

（３）既存の公園にボール使用可能なスペースを設置してはどうか 

２．動物の殺処分ゼロへ向けて 

（１）県の動物殺処分ゼロへ向けての取組に対し、市としての対応について 

（２）ＴＮＲ活動への補助金を充実させてはどうか 

３．ＰＴＡ活動について 

（１）ＰＴＡ活動の課題について 

（２）ＰＴＡ連合会の事務局を教育委員会に設けてはどうか 

 

 

１９ 村元 寛（議席番号６番） 

１．防災行政無線による迷い人などの放送について 

（１）放送後の結果報告をホームページへ掲載することについて 

２．近隣市町（ふじみ野市、三芳町）との広域的な連携について 

（１）公共交通の分野での連携について 

（２）公共施設の最適化を 

（３）イベント等の共同開催について 

３．発達障害の方への支援について 

（１）就学前と就学中の発達障害の方への支援状況について 

（２）大人の発達障害の方への支援状況について 

（３）一人ひとりに寄り添った支援の拡充について 

４．産業団地について 

（１）条例による進出企業への税の優遇について 

（２）進出する企業が行うべき取組について 

（３）進出する企業と地元企業の連携について 

（４）自然災害に対する保険などについて 

 

 

 

 


