
http://www.komei-warabi.com 「公明党蕨支部」「蕨市公明党」

現在、蕨市議会のホームページで本会議の録画映像をご覧になれます。
蕨市公明党ホームページと併せてご覧ください。「公明わらび」は、政務活動費を使っていません。
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2021春号 発行　戸田総支部　蕨支部

市議会議員 大石幸一 TEL 080-9804-9432

市議会議員 根本　浩 TEL 070-2266-9541

市議会議員 本田てい子 TEL 070-2266-9543

令和3年第1回蕨市議会定例会の報告

●通話録音機能付電話機設置費補助金
●手話言語条例の施行関連費、レスパイト
ケア事業費、子ども家庭総合支援拠点
を新設費
●新型コロナウイルスワクチン接種事業
費、検査の助成費
●新生児聴覚スクリーニング検査の助
成、特定保健指導費。勤労青少年ホー
ムの管理運営経費、農業委員会の運営
経費

●観光行事、中小企業支援策、中心市街
地の活性化新プランの策定費
●錦町土地区画整理事業、道路・橋りょう
整備・点検費、公園・道路照明灯のLED
化、蕨高北通りの舗装工事費
●市民公園の大型複合遊具の更新費
●蕨駅西口地区市街地再開発事業補助、
中央第一地区まちづくり事業費
●消防緊急通報体制の整備や災害対策用
備品。防災行政無線の一斉情報伝達
サービス費、洪水ハザードマップ更新
費、聴覚・言語機能に障害がある方へＮ
ｅｔ１１９緊急通報システムの導入費
●国が示すＧＩＧＡスクール構想にあわせ、
IＣＴ支援員を配置する費用中学２年生、
３年生を対象に英語技能測定を実施、
各小中学校にスクールサポートスタッフ
を配置
●小中学校体育館のエアコン設置が前進
し、中学校に続く小学校（３年度は２校）
の体育館に空調設備を設置する設計費

公明党の政策が実現！
公明党市議団が市政全般にわたって市民要望を本会議はじめ予算要望等において提
案してきたことで、数々の実績を残すことができました。主な本年度実績を紹介させて
いただきます。

蕨市新型コロナウイルス
感染症対策について
蕨市新型コロナウイルス
感染症対策について

3月8日より市内医療従事者への接種が開始され、5月初旬より65歳以上
の高齢者（当初は施設等入所者の方）の接種が開始予定となります。
その後、高齢者施設等の従事者、基礎疾患のある方、一般市民と順次接種を
予定ですが、その詳細は以下のとおりです。

実施体制

保健センターを会場とする集団接種、市内16か所の医療機関（蕨市立病院、わらび北町病院、わらび小児科と皮ふ科
と内科のクリニック、栗原内科医院、今井病院、飯田クリニック、三和町診療所、横田クリニック、みなと医院、斎藤クリ
ニック、おくだ整形外科内科、金子医院、しょう内科クリニック、辻川ホームクリニック、菊池医院、関根内科クリニック
の16か所）で個別接種になります。

蕨市新型コロナワクチン接種コールセンター

オペレーターが、蕨市のワクチン接種の予約受付、接種医療機関の案内、接種券を無くした再発行に関するお問い合
わせに対応します。（ただし、医学的なことはお答えできません。また、基礎疾患などがあり、ワクチン接種に不安のあ
るかたは、かかりつけの医療機関にご相談ください。）
電話番号050-5577-3712・午前9時～午後5時（土日祝も対応）

埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口

ワクチンの副反応に関すること、副反応が現れた場合など、専門知識を有する医師や看護師などが相談に応じます。
電話番号0570-033-226（ナビダイヤル）・開設時間24時間（土日祝も対応）

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

ワクチン施策全般に関することに応じます。
電話番号0120-761770（フリーダイヤル）開設時間午前9時～午後9時（土日祝対応）

仮庁舎３階の議場にて撮影

●高齢者の接種スケジュール（情報は適宜変更となります） ●クーポン券送付時期一覧（予定）
65歳以上の施設入所者☞4月23日
85歳以上の方☞4月23日
75歳から84歳までの方☞5月13日頃
65歳から74歳までの方☞5月19日頃

出典：蕨市ホームページ
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代 表 質 問
3月2日の定例会では、大石幸一議員が代表質問を行いました。
詳細は議会事務局ホームページの録画映像でご覧になれます。

一般質問
3月17日の定例会の一般質問は、根本浩議員と本田てい子議員が行いました。

根本議員

1 蕨市園芸品評会について
・蕨市園芸品評会の一環で行われたベジフェスで、市内の飲食店に蕨の野菜を食材として購入して
もらう取り組みの成果と今後について

2 蕨の農作物のＧＡＰ認証について
・蕨の農業において、生産工程管理（ＧＡＰ：Good Agricultural Practices）を導入できないか

3 市役所で扱うデータ入力を障害者就労支援で行う
 作業メニューとすることについて

4 蕨市電子商品券支給事業について
・セキュリティ、個人別カードの識別方法、複製を防止について

1 令和３年度蕨市行政運営及び市長施政方針について
・正規職員、会計年度任用職員の採用状況、他
・新型コロナワクチン接種における市内の医療機関について、他 （P4に記載）

2 総務費
・通話録音機能付電話機設置費補助金の実施計画
・新庁舎建設における進捗状況の広報について、他

3 商工費
・観光行事委託料の詳細内容と積算根拠、他

4 消防費・Net119緊急通報について、他
・観光行事委託料

5 教育費
・令和３年度の林間学校・修学旅行等の校外学習全般の実施計画
・体育館エアコン設置工事設計の詳細内容と設置計画、他

6 公債費

7 各基金の積み立て計画

8 市立病院事業
・コロナ禍における病院収益増の考え方、他

9 水道事業について
・給水量と配水量の見込みの積算根拠、他

1 ヤングケアラー支援について （18歳以下で障害や介護を支えている子ども）
・ヤングケアラーへの本市の問題認識と埼玉県の実態調査結果について
・ＳＯＳに気づく相談体制の整備についてはどのようか

2 デジタル母子健康手帳について
・子育てアプリのデジタル母子健康手帳を導入する考えはないか

3 ひとり暮らしの高齢者を見守る支援について
・蕨市見守り協定を締結した企業からの情報提供の実態はどのようか
・コロナ禍でも離れた場所から常に見守り支援ができる「見守り電球」を導入してはどうか

コロナ禍で経済的に困窮している市民に
生理用品を無料で配布を！

・4月6日蕨市議会女性議員6名が、市長に対し要望書を提出。市は4月9日から市民
に対し、生理用品の無料配布を実施することをホームページで発表しました。

新型コロナワクチン接種について
・タクシーを活用したワクチン接種者の送迎について
4月16日、市長に対し蕨市公明党として、「新型コロナワクチン接種会場への移動
が困難な方をタクシーで送迎した場合の支援をするよう要望しました。
・市の職員に対するワクチン接種後の副反応で市民サービスに影響が出ないよう、
休暇を含む職員の健康管理を行うよう要望しました。

本田議員

（ホームページへ）

市内全ての防災行
政無線のスピーカー
が全て更新され、聞
こえにくさが解消さ
れ、併せて放送内容
が各人にメールで届
くようになりました。
市民の声を訴えてき
た公明の実績です。
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こえにくさが解消さ
れ、併せて放送内容
が各人にメールで届
くようになりました。
市民の声を訴えてき
た公明の実績です。 中山道の水たまり解消工事中山道の水たまり解消工事 蕨警察とビバモールの間の道路の

舗装工事
蕨警察とビバモールの間の道路の
舗装工事

聞こえづらさ解消へ！

屋外スピーカーを更新
聞こえづらさ解消へ！

屋外スピーカーを更新
道路の舗装工事完了

蕨市公明党が推進
道路の舗装工事完了

蕨市公明党が推進
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電話番号0570-033-226（ナビダイヤル）・開設時間24時間（土日祝も対応）

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

ワクチン施策全般に関することに応じます。
電話番号0120-761770（フリーダイヤル）開設時間午前9時～午後9時（土日祝対応）

仮庁舎３階の議場にて撮影

●高齢者の接種スケジュール（情報は適宜変更となります） ●クーポン券送付時期一覧（予定）
65歳以上の施設入所者☞4月23日
85歳以上の方☞4月23日
75歳から84歳までの方☞5月13日頃
65歳から74歳までの方☞5月19日頃

出典：蕨市ホームページ

4月

個別接種
（16の医療機関）

接種券送付
4/23

接種券送付
4/23

接種券送付
頃5/13

集団接種スタート
5/16

6/17

以降
5/17

接種券送付
頃5/19

集団接種
（保健センター）

施設入所者
（65歳以上）

85歳以上

75歳～84歳

65歳～74歳

5月 6月 7月

高
齢
者（

　歳
以
上
）

65

順次実施

上記の個別接種・集団接種で順次実施

上記の個別接種・集団接種で順次実施

上記の個別接種・集団接種で順次実施

から開始、その後、順次その他の高齢者施設で実施
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

日曜日実施

木曜日実施


