
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。

お知
らせ

新年のごあいさつ
新年おめでとうございます。
昨年は、地方議員選挙、衆議院議員選挙と続く中、公明党に対して多大なる
ご支援、ご支持を頂き、心から御礼を申し上げます。
本年も、参議院議員選挙がありますが、改めてご支援頂けますようお願い申
し上げます。公明党は、皆様から寄せられる声を大事にしています。「小さな
声を聞く力」が我々にはあります。その声を政策の要にして、市民の皆様に
お返しできるよう全力で取り組んでまいります。
昨年は、コロナ対策で皆様もさぞかし大変であった事と思います。第6波に
備えてマスクが外せない生活が今年も続きそうですが、健康第一でお過ごし
ください。本年もどうぞよろしくお願い致します。

蕨市公明党議員一同

公明公明

2022新春号 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

新庁舎工事現場にて

蕨市役所新庁舎建設事業は、令和3年2月に実施設計を策定し、
令和5年秋の完成を目指して工事を進めていきます。敷地は、
現在より約600平方メートル広い約4300平方メートル。拡張
する敷地の有効利用を図り、1階を狭めた5階建てにし周辺住
環境への影響を少なくします。

●子育て世帯臨時給付金10万円を現金支給が実現
国の経済対策として、18歳までの子ども1人に10万円相当を給付する取り組みは、先行支給を
12月17日に現金5万円。さらに、12月27日に追加支給5万円を現金支給することが12月議会
で決定しました。これにあわせて、市独自に、経済的に児童扶養手当受給世帯に、子ども1人あ
たり2万円を上乗せして支給します。

●地域活性化・消費者応援事業第2弾
PayPay株式会社と連携し、スマホ決済を活用したポイント還元キャンペーンをポイント還元率
は20％で、令和4年2月に実施します。

●新型コロナ感染対策支援事業補助金
市内事業者が感染対策として行う空気清浄機や感染対策消耗品などの購入経費に対し、5万円を
上限に補助します。制度の開始は令和4年1月からで、令和3年9月以降の経費を補助対象とします。

蕨市の生活支援・経済対策が可決

新庁舎完成パース

このたびの補正予算には、新型コロナウイルスの影響長期化など
に対応する新たな経済対策が盛り込まれています。公明党が先の
衆議院で強力に訴え、2021年11月8日に政府へ提言した内容が
随所に反映されました。18歳以下や生活困窮者への給付、事業者
に対する支援策のほか、ワクチンの3回目接種の無料化、マイナン
バーカードの新規取得者や保有者に最大2万円分のポイント付与
などが盛り込まれました。
公明党は18歳以下への10万円相当給付や最大2万円の新たな
マイナポイント付与などについて、円滑な執行を後押しするため
「執行推進本部」を設置、党のネットワークを生かし速やかな実行
を推進します。

●ワクチン3回目接種の無料化
●事業者、生活困窮者支援など

政府の経済対策
4つの柱 事業規模

（兆円）
新型コロナ感染症の拡大防止

35.1

●「Go Toキャンペーン」の再開
●ワクチン研究開発・生産強化など

社会経済活動の再開

10.7

●1人最大2万円相当のマイナポイント
●18歳以下に10万円相当給付など

「新しい資本主義」の起動

28.2

●「5か年加速化対策」の着実な実施
●軽石漂着など災害からの復旧など

防災など安全・安心の確保

合計

5.0
78.9

※四捨五入や切り捨てなどで合計は一致しません。

“第６波”への備え
万全に！

政府の新型コロナ対策のポイント
病床 ●2021年夏と比べて3割増の3.7万人が入院できる

体制を11月までに構築

検査 ●感染拡大時は、都道府県の判断で無症状者の検査
を無料に

治療薬 ●2022年初頭までに中和抗体薬50万回分を確保
●飲み薬は薬事承認後、速やかに医療現場に提供。
　年度内に60万回分、追加で100万回分を確保

ワクチン ●希望する全員が追加接種を受けられるよう体制を
整備。来年分として3億2000万回分の供給契約を
締結済み

公明の主張、多く反映！ 新たな経済対策



令和4年度予算編成に対し蕨市公明党として、令和3年12月
16日に183項目の要望事項を蕨市長に提出しました。全ての
要望事項は、公明党蕨支部が目指すＳＤＧｓの実現に向けた
政策提案として昨年から「ＳＤＧｓの実現に向けた当初予算に
関する要望書」としてまとめた項目で、今回はコロナ対策の充
実を加えた内容となっています。
（公明党蕨支部ホームページに全項目を掲載）

2021年の公明党蕨市議団実績
令和3年第5回蕨市議会定例会が（11月26日から12月16日）開催され、条例案2件、
補正予算案2件、人事案1件、その他2件の計7件が審議し、可決成立しました。
大石議員は、予算決算常任委員会委員長として、3つの分科会の取りまとめ役として
対応、一般質問では、12月13日に本田議員と根本議員が質問に立ち、担当部局から
前向きの回答があった。

令和3年度の議会報告会は、現在、YouTubeで
開催しています。議会フロアー紹介では、大石議
員が副議長としてナビゲーターを務め、各会派
の紹介などを行いました。

防災対策について
子どもたちへの防災教育を強化し、中学生の
WSSをジュニア防災リーダー養成講座としては
どうか

マイポットの給水スポットについて
SDGｓの温室効果ガス排出を抑える取組の
観点から、市としてマイボトルでの飲料水運
動を推進し、人の多く集まる所に水道水の給
水スポットを設置してはどうか

ぷらっとわらびの停留所について
利用者の利便性を考慮し、ぷらっとわらび停
留所に日除け・雨除け対策の屋根を付けるこ
とはできないか

小・中学校及び公共施設のトイレについて
利用しやすいトイレの洋式化への改修計画はどの
ようか、早期の施設の改善に取り組んでほしい

子宮頸がんワクチンについて
ワクチン接種の勧奨再開に向けた対象者への情報
提供と、キャッチアップ接種の支援策はどのようか

本田てい子 議員

電動カートの運用について
高齢者が使用することが多
い「ハンドル付き車いす」に
ついて、利用者への理解と
トラブルを避けるため、特
性や走行ルールを広報蕨や
ポスターなどを使い市民に
伝えていただきたい

根本　浩 議員

一般質問

第6回蕨市議会報告会

7月20日（火）　北町コミュニティセンターにて防災研修

蕨市議会定例会が開催

議会フロア紹介ナビゲーター
大石幸一議員

蕨市長に令和4年度予算要望を提出

蕨高校北通り
路盤改修工事が完了
蕨高校北通り
路盤改修工事が完了

南町桜並木及び
市内各所の
樹木剪定を実施

南町桜並木及び
市内各所の
樹木剪定を実施

蕨市公明党が長年要望してきた
塚越第3地域包括支援センターがオープン
蕨市公明党が長年要望してきた
塚越第3地域包括支援センターがオープン

塚越5丁目武南学園角の
交通安全対策
（赤いラインを引く）

塚越5丁目武南学園角の
交通安全対策
（赤いラインを引く）

防災士として
防災講座を
年9回実施

防災士として
防災講座を
年9回実施

錦町の交通安全対策（ポール・看板を設置）錦町の交通安全対策（ポール・看板を設置）

図書館前の道路の
フェンス（植物）の
整備が完了

図書館前の道路の
フェンス（植物）の
整備が完了
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