
令和４年第１回（３月）定例会 

 

市政一般質問通告要旨 

 

 
 

3月7日（月） 
午前 9時 30分 

3月8日（火） 
午前 9時 30分 

3月9日（水） 
午前 9時 30分 

3月10日（木） 
午前 9時 30分 

3月11日（金） 
午前 9時 30分 

1 

      

伊勢田幸正 
日本維新の会 

5 
尾 崎 孝 好 
21・未来クラブ 

9 
根 岸  操 

立憲 
13 

小 川  匠 
日本共産党 

17 
加賀奈々恵 

草の根 

2 

     

佐 野 正 幸 
21・未来クラブ 

6 
深 瀬 優 子 

公明党 
10 

小 泉  陽 
21・未来クラブ 

14 
川 畑 勝 弘 
日本共産党 

18 
村 元  寛 

草の根 

3 
関野兼太郎 
21・未来クラブ 

7 
山 下 淑 子 

公明党 
11 

寺 田  玲 
日本共産党 

15 
田 中 栄 志 
21・未来クラブ 

19 
勝 山  祥 

草の根 

4 
篠 原 通 裕 

公明党 
8 

      

篠 田  剛 
公明党 

12 
木 村 邦 憲 

日本共産党 
16 

熊 谷  麗 
草の根 

  

  

※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 

 

 

富 士 見 市 議 会 

 



１ 伊勢田 幸正（議席番号５番） 

１．参議院議員選挙の投票率向上策について 

（１）比例区も個人名で投票できるという非拘束名簿方式の周知について 

（２）投票率向上に向けた施策の検討について 

２．ＵＤフォントについて 

（１）広報「富士見」でのＵＤフォント導入の効果について 

（２）ＵＤフォントを市民向けの通知文書へと広げていくことについて 

３．キャッシュレスの推進について 

（１）ゆうちょ銀行の窓口やゆうちょＡＴＭの硬貨取引有料化の影響について市の見解は 

（２）再び、学校での各種集金におけるキャッシュレス化について 

（３）市内の薬局や医療機関でのキャッシュレス化について 

（４）市役所内売店等でのキャッシュレス化について 

（５）公民館祭りなど行事等でのキャッシュレス化について 

（６）市内公共交通機関でのキャッシュレス導入状況について 

（７）学校行事におけるキャッシュレス導入支援について 

４．脱炭素社会に向けた施策について 

（１）他自治体でみられる「新電力」の設立について 

（２）廃棄物発電の検討を 

５．拉致問題の啓発について 

（１）政府拉致問題対策本部主催の拉致問題啓発舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」の公演誘

致について 

 

 



２ 佐野 正幸（議席番号３番） 

１．災害対応について 

（１）マイ・タイムラインの更なる普及を 

２．ＳＤＧｓの取組について 

（１）経営相談・商品開発のサポートを 

（２）市民参加の推進を 

（３）市オリジナルロゴマークの作成を 

３．学びの環境について 

（１）コロナ禍等にオンライン授業の活用を 

（２）学校の枠を超えて部活動に参加できるように 

（３）図書館とのつながりを全小学校に 

（４）読書通帳の活用を 

（５）食育の推進を 

  ①学校給食のレシピを発信しては 

  ②お薦めレシピの発信を 

４．市のＰＲについて 

（１）年賀状等に活用できるふわっぴーのデザインを 

（２）合格祈願のマンホールカード等の配布を 

５．地域要望について 

（１）西出張所の一時閉鎖に伴う不便の早期解消を 

 

 

３ 関野 兼太郎（議席番号１３番） 

１．第２次富士見市環境基本計画について 

（１）計画期間が令和４年度までとなっているが、計画の進捗をどのように評価し次の計画に

つなげていくのか 

（２）環境基本計画は環境分野に関する上位計画として位置付けられているが、更新される計

画は各個別計画との整合性をどのように図っていくのか 

２．富士見市災害廃棄物処理計画（案）について 

（１）計画立案に至った経緯は 

（２）令和４年２月１０日まで募集したパブリックコメントの概要は 

（３）災害廃棄物への対応は迅速さや被災者への周知が求められるが、その具体的対応策は 

３．誰にとっても住みやすいまちづくりについて 

（１）新型コロナウイルス感染症の急拡大をどのように分析し、感染防止への対応を図ったの 

   か 

（２）通学路の交通安全対策として、水谷東１丁目２６番先に設置されている押しボタン式信

号機の移設に向けた進捗状況は 

（３）市役所を含む市内公共施設の接遇の評価は 

 



４ 篠原 通裕（議席番号１５番） 

１．地域共生社会の実現について 

（１）福祉相談体制の現状と課題について 

（２）重層的支援体制整備事業について 

２．防災啓発活動について 

（１）防災啓発について動画活用の考えは 

（２）オンライン防災訓練について 

３．乳幼児視力検査について 

（１）３歳児健診における視力検査の現状について 

（２）弱視予防に関する周知の方法は 

（３）フォトスクリーナー導入の考えは 

４．地域要望について 

（１）上沢クリニック整形外科内科前の交差点の押しボタン式信号機を定周期式信号機に変更 

   を 

 

 

５ 尾崎 孝好（議席番号１１番） 

１．公共施設マネジメントの推進について 

（１）公共施設再編等実行計画の進捗状況は 

（２）公共施設等マネジメント委員会における議論は 

（３）推進に向けた課題をどのように捉えているか 

２．スポーツ活動の推進に向けて 

（１）スポーツの機会と環境の充実に向けた市としての考え方は 

３．子育て支援の充実に向けて 

（１）支援体制の拡充の現状は 

（２）ワンストップ相談窓口の確立に向けた取組は 

４．市内産業の活性化に向けて 

（１）商業活性化アクションプランの取組状況は 

（２）コロナ禍による変化も踏まえた産業振興への取組は 

５．鶴瀬駅東口整備事業について 

（１）駅前周辺の駐車場確保について 

（２）駅舎の改修等についての協議、検討は 

 

 



６ 深瀬 優子（議席番号１７番） 

１．コロナ禍で女性が抱える諸課題を解決するために 

（１）本市の相談体制について 

（２）長引くコロナ禍で生活や仕事に不安を抱える女性が安らげる居場所づくりについて 

２．デジタル分野で女性が活躍しやすい環境づくりについて 

（１）国や県の取組を周知、啓発することについて 

（２）本市での今後の取組について 

（３）基礎知識を学べるデジタル講座の開催を 

３．鶴瀬駅東口のまちづくりについて 

（１）本市の玄関口にふさわしい鶴瀬駅東口の景観について 

（２）バリアフリーの取組について 

（３）鶴瀬駅東口付近の公共施設整備について 

４．ＡＥＤを使用する際にプライバシーの配慮を 

（１）越谷市を参考に、傷病者のプライバシー保護を図るためのＡＥＤシート（三角巾）の設

置を 

 

 

７ 山下 淑子（議席番号１６番） 

１．ワクチン予防接種について 

（１）新型コロナワクチンの接種状況について 

（２）成人用ワクチン手帳の導入を 

２．新型コロナウイルス感染症拡大における保育環境について 

（１）保育施設の感染事例について 

（２）保育施設におもちゃ殺菌庫の設置導入を 

３．ファミリー・サポート・センターについて 

（１）利用状況について 

（２）事業実施より約２０年が経過しようとしているが、現在のニーズに合わせた制度への拡

充を 

４．キッズ・ゾーン設定について 

（１）現状の取組について 

（２）保育施設周辺道路に「キッズ・ゾーン」の路面表示を 

 



８ 篠田 剛（議席番号１４番） 

１．通学路の安全対策について 

（１）国や県の取組は 

（２）本市の取組は 

（３）水谷小学校など転入増加地域の対策は 

（４）「ＫＥＥＰ３８プロジェクト」の取組について 

２．サイクリングコ－スの拡大について 

（１）県の取組は 

（２）本市の取組は 

（３）コースを拡大することは 

３．東北復興支援と連携について 

（１）避難者支援の取組は 

（２）被災地支援の取組は 

（３）防災活動に活かした取組は 

４．振り込め詐欺対策について 

（１）市民の被害状況は 

（２）本市の取組は 

（３）振り込め詐欺等対策機器購入費補助金は 

５．ｅスポ－ツの取組について 

（１）県の取組は 

（２）本市の取組は 

 

 

 



９ 根岸 操（議席番号４番） 

１．新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）市内の感染状況と今後の取組について 

（２）ワクチンの接種状況について 

  ①これまでの接種の状況は 

  ②５歳から１１歳までの接種について 

（３）抗原検査キットについて 

（４）自宅療養者への対応について 

（５）生活支援対策について 

２．スポーツ振興について 

（１）屋外運動公園の整備について 

  ①今後の具体的な計画は 

（２）施設の利用について 

３．市民要望について 

（１）市道第５１０９号線と市道第９３７号線が接する交差点の安全について 

（２）市道第５１０７号線山室地蔵堂付近の歩道の安全について 

（３）ごみ収集について 

  ①ごみ集積所のあり方について 

  ②軽トラックでの収集について 

 



１０ 小泉 陽（議席番号１番） 

１．指定管理者制度について 

（１）指定管理者制度について市の考えは 

（２）針ケ谷コミュニティセンターの現状について市の見解は 

（３）びん沼自然公園に指定管理者制度を導入することについて市の考えは 

２．「スーパーシティ」構想について 

（１）「スーパーシティ」構想について市の考えは 

（２）埼玉版スーパー・シティプロジェクトについて市の考えは 

（３）富士見市におけるスーパーシティ計画策定についての考えは 

３．健康に暮らすための各種計画の進捗状況について 

（１）いきいき健康＆歯っぴーライフふじみの達成に向けての進捗状況について 

（２）あんしん元気生き生きプラン２０２１第８期富士見市高齢者保健福祉計画の達成に向け

ての進捗状況について 

 

 

１１ 寺田 玲（議席番号１０番） 

１．いわゆるコロナ後遺症について 

（１）市内における新型コロナウイルス感染症の後遺症の現状について 

（２）世田谷区のように新型コロナウイルス感染症の後遺症相談窓口の開設を 

２．放課後児童クラブについて 

（１）南畑第２放課後児童クラブの進捗状況と、開設されるまでの対策について 

（２）定員を大幅に超えている水谷、つるせ台放課後児童クラブの増設計画と、増設までの対

策について 

（３）支援員の増員と更なる処遇改善を 

（４）指定管理者からの要望に対する検討状況は 

３．加齢に伴う聞こえづらさに対する補聴器購入補助制度を 

（１）昨年１２月議会での陳情採択を受け、今後どのように進めていくのか 

（２）加齢性難聴が高齢者の生活に与える影響について市の認識は 

４．地域要望について 

（１）通学路である市道第１４６号線（東大久保地内）を拡幅し歩道の設置を 

（２）水谷東地域にグラウンドゴルフ場の設置を 

（３）富士見江川樋管ゲート（貝塚下ノ谷公園付近）の自動化とポンプの設置を 

 



１２ 木村 邦憲（議席番号９番） 

１．地域公共交通について 

（１）現在、検討されている市内循環バスの運行を縮小する計画が検討されているが、どのよ

うな影響が市民に及ぶと考えるか 

（２）「交通政策基本法」では人々が自由に移動する権利「交通権」について、国や自治体が

きちんと責任を持つことを求められている。本市の公共交通施策にどのように反映され

ているのか 

（３）東武東上線西側地域に循環バスを運行させるためにバスの台数を増やすべきと考えるが、

市の見解は 

２．西出張所の早期再開を 

（１）西出張所を一時閉鎖し、１年が経過しているが、市は市民生活への影響をどのように分

析しているか 

（２）現在、西出張所周辺地域の市民が必要なサービスを受けられない状況を解消するために

代替施設の設置を早急に決断すべきと考えるが市の見解は 

３．１８歳までの子ども医療費無料化について 

（１）この間、埼玉県内でも１８歳までの医療費無料化が広がり、東京都でも２０２３年より

無料化が実施される。更なる子育て施策の充実のために本市も実施すべきと考えるが市

の見解は 

４．東武東上線駅構内の音声ガイドの改善について 

（１）東武東上線鶴瀬駅、みずほ台駅、ふじみ野駅構内における視覚障害者用音声ガイドの設

置場所の調査と改善の申入れを 



１３ 小川 匠（議席番号２０番） 

１．新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）学校、保育施設、放課後児童クラブで定期的なＰＣＲ等検査の実施を 

（２）学校等の休業により仕事に影響を受けている保護者への支援を 

（３）子育て世帯臨時特別給付金を、所得制限により受け取れなかった世帯や基準日以降に離

婚した世帯等に対して支給を 

２．気候危機対策と環境施策の充実を 

（１）ＺＥＢ（消費するエネルギー収支の正味ゼロを目指した建物）の実現による公共施設の

脱炭素化の取組について 

（２）エネルギーの地産地消について 

（３）ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）の導入について 

（４）生ごみのリサイクルについて 

（５）グリーンリカバリー（緑の復興）の視点で諸施策を推進することについて 

３．公営プールの整備について 

（１）プールに対する市民ニーズをどう捉えているか 

（２）市民の声を踏まえ、公営プールの整備に向けて真剣な検討を 

４．市民生活に関する諸問題について 

（１）消費税インボイス制度導入によるシルバー人材センター会員への影響は 

（２）上沢３丁目地内、市道第５２０３号線と市道第９０４号線との交差点の信号機を定周期

式に変更を 

（３）鶴瀬東１丁目地内、県道鶴瀬停車場線と区８－２号線並びに区８－３号線との交差点に

横断歩道の設置を 

（４）ふじみ野駅西口近くの喫煙所の分煙対策について 

 



１４ 川畑 勝弘（議席番号２１番） 

１．パートナーシップ宣誓制度の制定について 

（１）パブリックコメントではどのような意見が出されたのか。また、それらをどのように反

映するのか 

２．南畑地域の開発について 

（１）これまでの間、市と南畑地域のみなさんとでまちづくりについて考えてきた。都市計画

法第３４条第１１号及び第１２号について、制度の変更によって地元の人たちが混乱し

ないような対策は 

（２）住宅を購入した方については、資産価値にも影響がある。市としての対策は 

３．びん沼自然公園の再整備事業について 

（１）現在、県の工事が再開している。調節池容量を確保する具体的な根拠はどう示されたの

か 

（２）市は、パークゴルフ建設予定地でＡＰ４．６ｍの高さまで客土すると説明しているが、

県に聞くとそんな話はないとのことであった。何が正しいのか 

（３）生態系保護協会との協議はどのようになったのか 

（４）住民との約束であった水路の整備について 

４．シティゾーンについて 

（１）県企業局が取り組んでいる調整池容量の検討を要望するとしているが、県との協議の状

況は 

（２）本年２月３日に開催された都市計画審議会で「準防火地域の指定」について諮問された。

２０２１年１１月の大阪の倉庫火災や２０１７年２月の三芳町の物流倉庫火災などを踏

まえた防火対策に関する市の考えは 

（３）令和３年３月議会で、環境保全や水害対策として、公共下水道の整備を努力するという

旨の答弁があったが、その後の状況は 

（４）Ｂゾーンの開発に伴って、Ｄゾーンの市道第７２号線の工事が進んでいるが、富士見上

南畑地区産業団地整備事業の全体の予算をどう見込んでいるのか 

（５）調整池の底面利用については、どのように検討しているのか 

 



１５ 田中 栄志（議席番号２番） 

１．市街化調整区域のあり方について 

（１）農業振興について 

（２）市街化区域への編入の考え方について 

（３）都市計画法の改正による法第３４条第１１号及び第１２号区域の開発規制の見直しにつ

いて 

２．民法改正（成年年齢関係）への対応について 

（１）これまでの取組について 

（２）更なる周知徹底を 

３．女性活躍社会への対応について 

（１）現状と課題は 

（２）更なる環境整備を 

 

 

１６ 熊谷 麗（議席番号８番） 

１．子どもたちの学びを止めないための取組について 

（１）ＩＣＴ教育の現状について 

（２）各学校から上がっているＩＣＴ教育の課題と対策について 

（３）学童保育でのインターネットの通信環境について 

２．スポーツ施設の整備について 

（１）テニスコートの整備検討について 

（２）サッカー場の整備検討について 

３．人と動物が共生できるまちづくりへの取組について 

（１）猫の多頭飼育崩壊を起こさないための取組は 

（２）犬と猫のマイクロチップ情報登録制度について市としての対応は 

４．マイナンバーカードについて 

（１）本市での発行の現状について 

（２）課題について 

（３）更なる普及へ向けた取組について 



１７ 加賀 奈々恵（議席番号７番） 

１．ひとり親家庭への支援について 

（１）離婚時の取り決めについてサポートの充実を 

（２）ひとり親家庭になるにあたって必要な情報をまとめたチラシの作成・配布を 

（３）離婚前後の法律相談について 

２．富士見市公式ＬＩＮＥの更なる活用について 

（１）登録者数増加のため周知の取組を 

（２）更なる機能充実を 

３．市内における防災訓練の実施について 

（１）ＩＣＴを活用して、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した防災訓練の実施を 

４．自転車利用環境の整備について 

（１）サイクリングロードの充実について 

（２）実証実験中であるシェアサイクルの状況について 

 

 

１８ 村元 寛（議席番号６番） 

１．食で“健幸寿命”を目指す取組を 

（１）幼少期からの食育について 

（２）現役世代へのアプローチについて 

（３）高齢者の「楽しい食の時間」の促進を 

２．人口増加につながる施策について 

（１）流山市を参考に子育て世代の誘致を 

（２）保育施設の増設で子育て環境の充実を 

（３）送迎保育ステーションの設置で便利さの実感を 

（４）緑を増やす「グリーンチェーン認定制度」を取り入れては 

（５）マーケティングを活用した政策立案を 

 



１９ 勝山 祥（議席番号１８番） 

１．コロナ禍での教育・保育について 

（１）現状の課題は 

（２）新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学校や保育施設の閉鎖時における対応について 

（３）学校における休業や学級閉鎖の基準は 

（４）学校行事の開催基準は 

（５）限られた学校生活の充実を 

２．医療、介護について 

（１）ふじみ野市での事件による本市への影響は 

３．市が所有している写真や映像について 

（１）写真や映像の保存方法は 

（２）現在と過去の比較がしやすいように市内を定点で撮影する取組について 

（３）市ホームページで公開し活用できるようにしては 

 

 


