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1　議会の会議状況
（１）定例会・常任委員会の開催状況

総務
文教
経済

都市
整備
消防

健康
福祉

第1回臨時会 0人 1日 1日 1日 1日

3月定例会 0人 1日 1日 1日 1日

6月定例会 26人 3日 2日 2日 2日

9月定例会 24人 1日 1日 1日 1日

第2回臨時会 0人 0日 0日 0日 0日

12月定例会 27人 1日 1日 1日 1日

　合　　計 77人 7日 6日 6日 6日

（２）傍聴人数

第1回臨時会

3月定例会

6月定例会

9月定例会

第2回臨時会

12月定例会

閉会中

合     計

（３）－１議案等審査状況

条例 予算 決算 契約
選任
・

任命
専決 その他 諮問 小計 条例等 意見書 条例等 決議 意見書

第1回臨時会 1 1 1

3月定例会 18 11 2 1 5 37 1 7 2 47

6月定例会 15 4 1 7 3 2 32 3 2 37

9月定例会 5 3 6 6 4 2 26 1 8 35

第2回臨時会 2 1 3 3

12月定例会 7 7 13 3 30 9 1 40

合     計 47 26 6 7 7 8 23 5 129 1 0 0 1 27 5 163

（３）－２審査結果

可決
修正
可決

否決 認定 不認定 同意 承認 答申 採択 不採択
継続
審査

第1回臨時会 1 6

3月定例会 37 5 2 1 2

6月定例会 22 3 1 7 2 1 1

9月定例会 24 1 6 4

第2回臨時会 3

12月定例会 34 2 3 1

合　  計 121 0 11 6 0 7 8 5 2 3 2

       区分

会議名

議　　　決　　　結　　　果
選挙
・

選任

   　　区分

 会議名

市　長　提　出　議　案　等
委員会

提出議案
議員提出議案 請

 
願

合
 
計

17人

323人 20人 28人 11人 9人 6人 397人

― 1人 12人 0人 2人 2人

2人

99人 3人 1人 1人 1人 0人 105人

2人 0人 0人 0人 0人 0人

14人 9人 6人 5人 2人 3人 39人

106人

95人 2人 3人 1人 2人 0人 103人

88人 5人 6人 4人 2人 1人

総務
文教
経済

都市
整備
消防

健康
福祉

25人 0人 0人 0人 0人 0人 25人

※報道関係者を除く

       区分

会議名
本会議

常　　任　　委　　員　　会
議会運営
委員会

合   計

12月1日 12月21日 21日 9日 26時間58分

― ― 114日 34日 91時間34分

9月1日 10月5日 35日 9日 26時間35分

11月27日 11月27日 1日 1日 00時間45分

2月20日 3月23日 33日 4日 07時間38分

6月8日 6月30日 23日 10日 28時間18分

一般
質問
者数

委員会日数(会期中)

1月9日 1月9日 1日 1日 01時間20分

　　　 区分

 会議名
開会日 閉会日 会期
日数 本会議日数 会議延べ時間
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（４）常任委員会（所管事務調査）

委　員　会　名 月  日 調査事項

7月10日 上尾市の危機管理防災対策について

8月19日
上尾市の危機管理防災対策について（ＢＣＰの説明及び新ハ
ザードマップに対する検討事項について）

7月30日 新型コロナウイルス対策について

10月6日 図書館のあり方について

10月29日 平方幼稚園の今後について

11月10日 市内公民館及び図書館分館の現状について

8月5日 まちづくりにおける公園整備について

10月28日 まちづくりにおける公園整備について

11月20日 まちづくりにおける公園整備について

12月7日 まちづくりにおける公園整備に対する要望について

2月12日 しらこばと保育所、上平保育所の今後の対応について

7月16日
保育所及び学童保育所における新型コロナウイルスの対応につ
いて

7月28日
新型コロナウイルス感染症への対応(保育所および学童保育所)
に関する委員会要望について

8月20日 新型コロナウイルス感染症への対応・取り組みについて

9月8日 新型コロナウイルス感染症に関する要望（案）について

11月10日 子ども・子育て支援複合施設について

（５）特別委員会

委　員　会　名 月  日 審査内容

2月26日 ・正副委員長の互選

2月27日 ・部局別審査（総務関係）

2月28日 ・部局別審査（健康福祉関係）

3月2日
・部局別審査（文教経済（環境経済）・都市整備消防（都市整
備・上下水道）関係）

3月3日 ・部局別審査（都市整備消防（消防）関係）

3月16日 ・部局別審査（文教経済（教育委員会）関係）

3月19日 ・総括質疑、討論、採決

9月4日 ・正副委員長の互選

9月10日 ・部局別審査（歳入・総務関係）

9月11日 ・部局別審査（健康福祉関係）

9月14日 ・部局別審査（文教経済関係）

9月15日
・部局別審査（都市整備消防関係・企業会計（水道・下水
道））

9月16日 ・部局別審査（財産・特別会計（国保・介護・後期高齢））

総務常任委員会

文教経済常任委員会

都市整備消防常任委員会

健康福祉常任委員会

予算特別委員会

決算特別委員会
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9月17日 ・討論、採決、提言まとめ

9月18日 ・提言まとめ

・正副委員長の互選

・調整会議の設置について

・議会改革特別委員会におけるこれまでの協議結果について

・今後のスケジュールについて

6月24日 ・政治倫理条例について

8月25日 ・委員長辞任及び正副委員長互選

9月9日 ・政治倫理条例について

3月24日 ・今後の進め方について

3月27日 ・政治倫理条例について

3月31日 ・政治倫理条例について

4月3日 ・政治倫理条例について

4月8日 ・政治倫理条例について

5月8日 ・政治倫理条例について

5月15日 ・政治倫理条例について

6月8日 ・政治倫理条例について

7月10日 ・政治倫理条例について

7月14日 ・政治倫理条例について

7月21日 ・政治倫理条例について

7月28日 ・政治倫理条例について

8月4日 ・政治倫理条例について

8月6日 ・政治倫理条例について

8月11日 ・政治倫理条例について

8月24日 ・政治倫理条例について

8月25日 ・政治倫理条例について

9月4日 ・政治倫理条例について

9月9日 ・政治倫理条例について

9月29日 ・政治倫理条例について

10月5日 ・正副委員長の互選

10月28日 ・今後の進め方について

（６）議会運営委員会

回 月  日 協議内容

第1回 1月9日 ・正副委員長の互選

第2回 1月9日 ・第１回臨時会の日程

・市長提出議案

・閉会中の特定事件

・３月定例会の日程

政治倫理条例制定
特別委員会

3月23日

政治倫理条例制定
特別委員会調整会議

議会改革特別委員会

第3回 1月9日

決算特別委員会
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・予算特別委員会

・会議で配布された資料の取扱い

・議場等で撮影した写真の取扱い

・投票用紙の改正

・予算特別委員会

・議場での執行部の挨拶

・議員倫理条例

・令和２年３月定例会の会期・日程等

・先議

・市長提出議案及び請願の委員会付託

・議員提出議案

・陳情

・予算特別委員会

・（仮称）政治倫理条例特別委員会

・行政視察

・コロナウイルスの対応

・本日の日程

・委員会での執行部挨拶

・コロナウイルス

・請願の紹介議員の取消し

第8回 2月20日 ・（仮称）政治倫理条例特別委員会

・新型コロナウイルス感染症対策

・本日の日程

・（仮称）政治倫理条例特別委員会

・予算特別委員会の委員外議員の傍聴人数

・新型コロナウイルス感染症対策

・日程等を含めたコロナウイルス対策に関する議会としての対
応

第12回 3月2日 ・本日の日程

第13回 3月2日 ・本日の日程

第14回 3月3日 ・本日の日程

第15回 3月3日 ・本日の日程

・新型コロナウイルス感染症対策

・予算特別委員会の委員外議員の傍聴

・政治倫理条例制定特別委員会

・公開質問状の取下げ

・彩の国さいたま人づくり広域連合議会議員選挙

・代表質問の実施

・追加議案

・本日の日程

第7回 2月20日

第9回 2月26日

第10回 2月26日

第4回 2月4日

第5回 2月13日

第6回 2月17日

第11回 2月28日

第16回 3月16日

第17回 3月16日

3月23日第18回
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・議案の修正案および附帯決議案

・議員提出議案

・本日の日程

・副市長の挨拶

・本日の日程

・議員提出議案

・６月定例会の日程

・新型コロナウイルス感染症対策

・全議員説明会の運営

・令和２年６月定例会の会期・日程等

・市長提出議案及び請願の委員会付託

・議員提出議案

・陳情

・新型コロナウイルス感染症対策

・予算特別委員会のアンケート結果

・決算特別委員会の審査日程（案）

・議事日程表の作成

・埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

第23回 6月8日 ・本日の日程

第24回 6月11日 ・本日の日程

・追加議案

・本日の日程

・会期延長の日程

・本日の日程

・議員提出議案

・９月定例会の日程

・決算特別委員会委員名簿（案）

第27回 6月30日 ・議会運営・議会改革事項等の協議

・議会運営・議会改革事項等の協議

・新型コロナウイルス感染症対策

・委員長の辞任

・委員長の互選

・令和２年９月定例会の会期予定

・先議

・市長提出議案の委員会付託

・議員提出議案

・陳情

・決算特別委員会

・議会改革特別委員会

・議会運営委員会協議事項の優先順位

第19回 3月23日

第20回 3月23日

3月23日第18回

第26回 6月30日

第28回 8月4日

第29回 8月27日

第21回 5月8日

第22回 6月3日

第25回 6月25日
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・議案の追加送付

・本日の日程

・令和２年９月定例会新型コロナウイルス感染拡大防止に向け
た本会議及び委員会運営

・決算特別委員会実施要領

・本日の日程

・爆破予告

・追加議案

・令和３年度議会費当初予算

・議場内アクリルボードの設置

・議員が新型コロナウイルスに感染した場合の氏名公表

・９月定例会一般質問の資料配布

・本日の日程

・議場に入る関係職員について（１０/５　閉会日）

・本日の日程

・議員提出議案及び委員会提出議案

・本日の日程

・議員提出議案及び委員会提出議案

・議会運営委員会協議事項の優先順位

・全員協議会室のマイクシステムの交換

・１２月定例会の日程

・議会運営委員会の協議事項

・予算特別委員会

・議場アクリルボードの設置

・議案等に対する質疑の要望書

・議会運営委員会の協議事項

・予算特別委員会

・議案等に対する質疑

・議会改革特別委員会へのＰＣ持ち込み

・議場アクリルボードの設置

・予算特別委員会

・議案等に対する質疑

・臨時会

・議会運営委員会の協議事項

・議会改革特別委員会へのＰＣ持ち込み

・同志会からの意見

・令和２年第２回臨時会の会期・日程等

・陳情・要望

・予算特別委員会

・１２月定例会の新型コロナウイルス感染拡大に向けた本会議
及び委員会の運営

第30回 9月1日

第33回 9月30日

第34回 10月5日

第35回 10月5日

第31回 9月4日

第32回 9月25日

第36回 10月19日

第37回 10月30日

第38回 11月13日

第39回 11月20日
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第39回 11月20日 ・１１月２４日の全議員説明会及び全員協議会の運営

・令和２年１２月定例会の会期予定

・市長提出議案及び請願の委員会付託

・議員提出議案

・陳情・要望

・新型コロナウイルス対策

・予算特別委員会

・議場及び委員会室への携行品等

・本日の日程

・１２月定例会の本会議及び委員会の運営

・傍聴席

・本日の日程

・議場のアクリルボード

・本日の日程

・本会議中の執行部との打ち合わせ

・議会運営委員会の開催

第44回 12月14日 ・一般質問（複合式）時の執行部の登壇

・追加議案

・本日の日程

・追加議案における議員の出席

・追加議案における執行部の発言場所

・演壇の机・マイクの消毒

・池田達生議員の発言の取消し

・閉会日の執行部の出席者

・傍聴席

・演壇の机・マイクの消毒

・予算特別委員会実施要領（案）

・議会改革特別委員会へのＰＣ持ち込み

・議会運営委員会協議事項の今後の協議スケジュール

・本日の日程

・議員提出議案

・議員提出議案

・本日の日程

・全議員説明会

・演壇の消毒

第40回 11月26日

第41回 11月27日

第42回 12月1日

第43回 12月4日

第45回 12月15日

第46回 12月17日

第47回 12月18日

第48回 12月21日

第49回 12月21日
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（７）各会派代表者会議 

回 月   日 協議内容

＜議会側協議・報告＞

1 臨時会の日程について

2 会派結成届について

3 会派世話人届について

4 世話人会の開催について

5 会派控室について

6 議席について

7 正副議長候補について

8 常任委員会等の会派別按分について

9 各種附属委員会等の会派別按分について

10 会派及び常任委員会等の担当職員について

11 その他

①新任課長職以上の紹介方法について（定期及び随時の人事
異動）

＜議会側協議・報告＞

1 正副議長候補について

2 常任委員会等の会派別委員について

3 各種附属委員会等の会派別委員について

4 その他

①政務活動費会派届について

②次回の代表者会議の日程調整について（１月中に開催）

＜議会側協議・報告＞

1 議席について

2 常任委員会等の会派別委員について

3 各種附属委員会等の会派別委員について

4 正副議長候補について

＜議会側協議・報告＞

1 議長・副議長就任あいさつ

2 各常任委員会等正副委員長の互選について

3 上尾市選挙管理委員及び補充員について

＜議会側協議・報告＞

1 各常任委員会等正副委員長の結果報告について

＜担当部説明・報告＞

1 しらこばと保育所の耐震診断結果と今後の対応について（子
ども未来部・行政経営部）

＜議会側協議・報告＞

1 予算特別委員会について

2 市議会災害対策支援本部設置訓練について

3 行政視察の期間について

4 新任課長職以上の紹介方法について

5 無会派議員の参画について

1月6日

第5回 1月9日

第6回 1月16日

第7回 1月20日

第3回 1月9日

第4回 1月9日

第2回 1月7日

第1回
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＜議会側協議・報告＞

1 ３月定例会前 全議員説明会について

2 令和２年度当初予算の議会費について

＜担当部説明・報告＞

1 小学校教師用指導書及びデジタル教科書購入に係る議案提出
について（学校教育部）

＜議会側協議・報告＞

1 日程の変更について

＜議会側協議・報告＞

1 コロナウイルス対策と日程変更について

＜議会側協議・報告＞

1 新型コロナウイルス感染症拡大防止策及び必要な諸対策につ
いて（市議会新型コロナウイルス対策支援本部の結果報告等）

2 予算特別委員会について

3 公開質問状について

＜議会側協議・報告＞

1 新型コロナウイルス対策支援本部会議第８回の結果について

2 会期後半の議事運営について

＜議会側協議・報告＞

1 公営屋内５０メートルプール及びスポーツ科学拠点施設の誘
致に関する要望について

＜執行部説明・報告＞

1 議案の追加について

2 諸報告について

①上尾市とコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社とのオ
リンピック機運醸成を基軸とする市民サービス向上の協働取
組みに関する協定の締結について

②「上尾市税条例」及び「上尾市国民健康保険税条例」の一
部改正条例を専決処分することについて

③令和２年４月１日付け市職員の定期人事異動について

④令和元年台風第１９号被災者義援金の支給について

⑤上尾市観光協会「あげお お土産・観光センター」における
東武バス系列の定期券等の委託販売の開始について

⑥第３回上尾市・伊奈町消防広域化協議会の開催について

⑦新規救急自動車の配備場所について

3 諸行事について

①第１９回上尾市障がい者手づくり市の開催について

②あげお朝市・あげお夕市の開催について

③第２２回上尾市障がい者作品まつりの開催について

④あげお花しょうぶ祭りの開催について

⑤あげお駅からハイキングの開催について

4 その他

 冊子等の配布について

①令和２年上尾市議会３月定例会報告書（３）

②第２期上尾市子ども・子育て支援事業計画

③第２次上尾市健康増進計画・食育推進計画

第11回 3月6日

第8回 2月13日

第14回 3月23日

第9回 2月28日

第10回 3月2日

第12回 3月13日

第13回 3月17日
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④上尾市総合治水計画

⑤令和２年度上尾市の主催・共催・後援するイベント一覧表

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案について

2 政治倫理条例制定特別委員会の正副委員長及び調整会議の構
成員について

3 その他

①彩の国さいたま人づくり広域連合議会議員選挙(市議会議員
選出区分)について

②団体定期保険(全国市議会議長会)契約更新について

③議員クラブ費からの支出について

④閉会中における新型コロナウイルス感染症への注意喚起に
ついて

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案の調整について

2 政治倫理条例制定特別委員会の正副委員長及び調整会議の構
成員について

＜議会側協議・報告＞

1 政治倫理条例制定特別委員会の正副委員長及び調整会議の構
成員について

＜担当部説明・報告＞

1 専決処分の報告、国の経済対策について

①地方税法の改正等に伴う条例改正（行政経営部）

②国民健康保険被保険者に対する傷病手当金支給について
（市民生活部）

③国の経済対策について（行政経営部）

2 入学式及び始業式の対応並びに臨時休業について(学校教育部)

＜議会側協議・報告＞

1 新年度の常任委員会等の担当について

2 その他

①定例会開会前 執行部側記者会見について

②上尾市監査基準について

③屋内５０メートルプール等の誘致に関する要望活動報告

④行政視察の自粛について（全国市議会議長会）

＜担当部説明・報告＞

1 専決処分の説明、新型コロナウイルス感染症に係る支援等に
ついて

①上尾市中小企業支援策（環境経済部）

②子育て世帯への臨時特別給付金（子ども未来部）

③妊婦に対するマスクの配布について（健康増進課）

④国民（地域住民）への１０万円給付について（財政課）

2 緊急事態宣言時の職員体制について（総務部）

＜議会側協議・報告＞

1 慰謝料請求事件（特定非営利活動法人救急法＆メンタルヘル
ス研究会）の判決結果について（東京高裁）

第18回 4月20日

4月8日第17回

第15回 3月23日

第16回 3月23日

第14回 3月23日
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2 その他

①国道１７号上尾道路の歩道橋新設工事の進捗について（道
路課）

＜執行部説明・報告＞

1 特別定額給付金について（健康福祉部）

2 子育て世帯への臨時特別給付金について（子ども未来部）

3 アッピー元気体操のテレ玉での放映について（健康福祉部）

＜議会側協議・報告＞

1 全員協議会の招集について

2 住民監査請求について

3 その他

①埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙(市議会議員区
分)について

②清掃ボランティア活動の延期について

③クールビズについて

＜執行部説明・報告＞

1 上尾市コロナウイルス感染症対策単独事業（案）

＜議会側協議・報告＞

1 議員報酬にかかる提案について

2 全議員説明会(５月１３日開催分)質問事項に対する回答につ
いて

3 その他

①第８２回全国都市問題会議（１０月８～９日、八戸市）の
中止について

＜担当部説明・報告＞

1 行政報告について

①上尾市長等政治倫理条例（案）について（総務部）

＜議会側協議・報告＞

1 全議員説明会（６月１日開催）について

①新任課長職以上の紹介について

②執行部からの議案、諸報告及び諸行事の説明について（質
疑なし）

③行政報告について（上尾市長等政治倫理条例（案）につい
て）（質疑あり）

④議会側の報告について

2 新型コロナウイルス感染症対策における議会費の活用について

3 その他

 ①市長へのはがきについて（議員報酬削減について）

＜担当部説明・報告＞

1 西上尾第一及び第二保育所、並びにつくし学園の耐震性の確
認について（子ども未来部）

＜議会側協議・報告＞

1 ６月定例会前 全議員説明会について

＜議会側協議・報告＞

1 各会派代表者会議 会議録の公開について

第23回 5月26日

第24回 6月1日

第25回 6月8日

第18回 4月20日

第19回 4月27日

第20回 5月7日

第21回 5月8日

第22回 5月15日
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＜議会側協議・報告＞

1 各会派代表者会議 会議録の公開請求について

＜議会側協議・報告＞

1 ６月定例会の会期予定案について

＜議会側協議・報告＞

1 本日の全議員説明会の席次表について

＜執行部説明・報告＞

1 諸報告について

①第３０回あげお子ども議会の中止について

②高齢介護課所管の敬老事業の開催方針について

2 諸行事について（中止の報告）

①第４７回あげお産業祭（あげお祭り・あげお工業フェア・
あげおアグリフェスタ）

②２０２０あげおイルミネーション

③第５２回上尾市美術展覧会

3 その他

 冊子の配付について

①令和２年度上尾市政ミニ概要

②上尾市雨水管理総合計画

＜担当部説明・報告＞

1 令和２年度上尾市情報伝達･避難訓練の実施について(総務部)

2 特別定額給付金申請の勧奨について（健康福祉部）

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案について

2 住民監査請求に係る監査結果について

3 市議会における｢安否確認･一斉通報システム｣の導入について

4 その他

①全国市議会議員団体補償制度（傷害保険）加入申込みにつ
いて

②全国市議会議員互助会の車購入サポート（自動車販売店ご
紹介）のご案内

＜担当部説明・報告＞

1 上尾市・伊奈町消防広域化について（消防本部）

＜議会側協議・報告＞

1 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪
化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について（全
国市議会議長会）

2 議場傍聴席階段手すり設置工事について

＜担当部説明・報告＞

1 全議員説明会等の申入れについて

①上尾市人材育成基本方針の改定について（総務部）

②上尾市職員倫理条例ガイドライン(案)について（総務部）

＜議会側協議・報告＞

1 新任議員研修会について

2 議場傍聴席階段の手すり設置について

3 議場照明器具更新工事（ＬＥＤ化）について

第30回 7月14日

第26回

8月4日第31回

第27回 6月19日

第28回 6月24日

第29回 6月29日

6月17日
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4 足立北部正副議長会構成市町への屋内５０メートルプール等
の誘致に賛同する署名のお願いについて

5 その他

①埼玉県市議会第５区議長会議員研修会（桶川市）の開催中
止について

＜議会側協議・報告＞

1 会派の変更及び新会派の結成について

2 議席の変更について

3 常任委員会及び附属機関等の委員構成について

4 会派控室の変更について

5 今後の委員会等の日程について

＜担当部説明・報告＞

1 西上尾第一・第二保育所、つくし学園の耐震性の確認結果に
ついて（子ども未来部）

＜議会側協議・報告＞

1 議席の変更について

2 常任委員会等の委員構成について

3 議会運営委員会委員長の辞任について

4 政治倫理条例制定特別委員会正副委員長の選出について

5 ９月定例会前 全議員説明会（８月２５日開催）の席次表につ
いて

6 会派及び常任委員会等の担当職員について

＜担当部説明・報告＞

1 上尾･伊奈広域ごみ処理施設建設候補地について(環境経済部)

＜議会側協議・報告＞

1 議会運営委員会委員長の選出について

2 政治倫理条例制定特別委員会委員長の選出について

3 議会改革特別委員会の会派別按分について

4 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪
化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について（全
国市議会議長会）

5 ９月定例会前 全議員説明会について

＜議会側協議・報告＞

1 決算特別委員会正副委員長の選出について

2 議会改革特別委員会委員について

3 屋内５０メートルプール等の誘致の要望書について

＜担当部説明・報告＞

1 インターネット上掲示板における本市への爆破予告等の書き
込みについて（総務部）

＜議会側協議・報告＞

1 令和３年度当初予算について

2 議場内アクリルボードの設置について

＜執行部説明・報告＞

1 追加提出議案について

2 健康福祉部からの報告について

9月23日

9月9日

第35回 9月1日

8月4日

第38回

第31回

第32回 8月17日

第34回 8月25日

8月24日第33回

9月4日

第37回

第36回
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＜議会側協議・報告＞

1 追加提出議案の議事日程について

2 令和３年度 議会費当初予算について

3 議場内アクリルボードの設置について

＜担当部説明・報告＞

1 健康福祉部からの報告について

＜議会側協議・報告＞

1 閉会日における執行部の出席について

＜担当部説明・報告＞

1 平方幼稚園 令和３年４月入園児の募集について(教育総務部)

＜執行部説明・報告＞

1 諸報告について

①上尾市と株式会社サイネックスがイオンモール上尾内に協
働で設置する情報発信モニター「わが街ＮＡＶＩ」について

②令和３年度行財政３か年実施計画及び予算編成方針について

③アッピー元気体操のテレビ放映の再開について

④市内ファミリーマート及びローソンへのＡＥＤ設置について

⑤令和５年以降の成人式の対象年齢について

2 諸行事について

⑴テイクアウトフェア

⑵第２１回上尾市障がい者手づくり市の開催について

⑶(仮称)明日への希望の木の設置について

⑷ケーキ屋さんマーケット

⑸第３７回上尾市技能功労者表彰式の開催について

⑹中止の諸行事について

①第１１回上尾市戦没者追悼式

②令和２年度上尾市自警消防団特別点検

③あげおヒューマンライツミーティング２１～人権につい
て考えるつどい～

3 その他

 冊子の配付について

①選挙の記録（平成２９年４月～令和２年７月）

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案について

2 議会改革特別委員会について

3 その他

①議会棟エレベーター更新工事に伴う運転停止について

②議員クラブ費からの支出について

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案の調整について

＜担当部説明・報告＞

1 コロナ禍の臨時財政運営方針について（行政経営部）

2 随意契約に関する調査報告（総務部）

3 パートナーシップ宣誓制度(仮称)の概要及び今後のスケ
ジュールについて（市民生活部）

9月23日

第44回

10月1日第42回

10月21日

第38回

第39回 9月25日

第40回 9月29日

第43回 10月5日

第41回 9月29日
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4 令和３年上尾市成人式について（教育総務部）

＜議会側協議・報告＞

1 議場内アクリルボードの設置について（１０月１９日開催 議
会運営委員会協議事項）

2 その他

①議長が就任している各種団体の役職の辞任について

＜担当部説明・報告＞

1 上尾市政治倫理審査会委員の選任について（総務部）

2 西貝塚環境センターコンベア火災の対応について(環境経済部)

3 丸建自動車㈱民事再生手続廃止の概要について(市民生活部)

＜執行部説明・報告＞

1 第２回臨時会提出議案について

＜担当部説明・報告＞

1 第６次上尾市総合計画について（行政経営部）

＜議会側協議・報告＞

1 第２回臨時会の日程案について

2 全員協議会の開催について

＜担当部説明・報告＞

1 行政報告について

①行政報告での説明内容について（子ども未来部）

＜議会側協議・報告＞

1 １２月定例会前 全議員説明会について

2 全議員説明会及び全員協議会の席次表について

＜担当部説明・報告＞

1 上平地区複合施設における市民コメントの実施について（行
政経営部）

＜議会側協議・報告＞

1 全議員説明会（１２月１日 本会議終了後）の席次表について

2 議員提出議案の調整方法について

＜担当部説明・報告＞

1 屋内５０メートルプール及びスポーツ科学拠点施設の誘致に
ついて（教育総務部）

＜執行部説明・報告＞

1 諸報告について

①上尾市平日夜間及び休日急患診療所の年末年始の診療につ
いて

②事業者向けワンストップ窓口の開設期間の延長について

③第４回上尾市・伊奈町消防広域化協議会の開催について

2 諸行事について

⑴あげおまるっとグルメ

⑵若者就職面接会

⑶あげおワールドフェア２０２０

⑷第３１回上尾市障がい者作品展示即売会

⑸第４回県央４市中山道駅からハイキング

⑹２０２１－２０２２あげお市民セレクション選考会

第50回 12月18日

第49回 12月16日

第45回 11月9日

第46回 11月20日

第44回 10月21日

11月24日第47回

第48回 11月27日
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⑺中止の諸行事について

①第４７回市民音楽祭「吹奏楽・器楽祭」

3 その他

 冊子の配付について

①平成３１年度水道事業年報

＜担当部説明・報告＞

1 総務部からの報告

2 教育総務部からの報告

3 行政経営部からの報告

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案について

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案の再調整について

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案の再調整の結果について

＜議会側協議・報告＞

1 １２月２３日の全員協議会について

（８）議会報編集委員会

月  日

4月16日

11月9日

12月21日

・委員会を一般質問の最終日から閉会日に変更することについて

・市議会ホームページに係る市民からの要望事項

・第１９６号（令和２年９月定例会）の修正箇所

・第１９７号（令和２年１２月定例会）の掲載内容

・黙読の省略について

・第１９５号（令和２年６月定例会）の修正箇所

・あげお議会だよりの発行月の変更について

・第１９６号（令和２年９月定例会）の掲載内容

・ホームページへの掲載（議員政治倫理条例、決算特別委員会提言、５０
メートルプールの誘致活動）

・埼玉県町村議会議長会による議会広報研修会の参加が出来なくなったこと
について報告

7月15日

10月5日

6月30日 ・ホームページリニューアル中止の報告

・第１９５号（令和２年６月定例会）の掲載内容

協議内容

・正副委員長の互選

・第１９３号（令和元年１２月定例会・令和２年第１回臨時会）の掲載内容

・第１９３号（令和元年１２月定例会・令和２年第１回臨時会）の編集・発
行

・前委員会からの引継ぎ事項

・第１９４号（令和２年３月定例会）の掲載内容

1月9日

1月17日

3月23日

12月21日

第52回 12月21日

第53回 12月21日

・市議会ホームページ

第50回 12月18日

・第１９４号（令和２年３月定例会）の編集・発行

・市議会ホームページに係わる市民からの要望事項

第51回
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（９）全員協議会

月  日 出席者数 協議内容

3月2日 30
新型コロナウイルスに係わる令和２年３月定例会の日程につい
て

10月29日 30 随意契約に関する調査報告について

11月24日 30 西貝塚環境センターコンベヤ火災の対応について

12月23日 29 指名競争入札について

（１０）委員長会議

（１１）全議員説明会

月  日 出席者数 協議内容

＜議会側協議・報告＞

1 会派及び会派控室について

2 令和２年第１回臨時会について

3 議会棟の防犯対策について

4 その他

①議員研修会について

＜担当部説明・報告＞

1 しらこばと保育所の耐震診断結果と今後の対応について

＜執行部説明・報告＞

1 ３月定例会提出議案について

2 諸報告について

①上尾市平塚サッカー場リニューアルオープンについて

②上尾市選挙管理委員及び補充員について

③令和元年１２月１日執行の上尾市議会議員一般選挙におけ
る年齢別投票結果について

3 諸行事について

①上尾さくらまつりの開催について

②北上尾駅“駅からハイキング”の開催について

4 その他

 冊子等の配布について

①令和２年上尾市議会３月定例会報告書（１）

②令和２年上尾市議会３月定例会報告書（２）

③令和２年度版３か年・予算編成事業別政策説明資料

④令和２年度版第５次上尾市総合計画行財政３か年実施計画

＜担当部説明・報告＞

1 小学校教師用指導書及びデジタル教科書購入に係る議案提出
について（学校教育部）

2 コミュニティセンター改修について（市民生活部）

3 子ども・子育て支援複合施設の基本設計について（子ども未
来部）

2月4日 30人

※各定例会最終日の前日に各常任委員会及び特別委員会等の審査の概要と結果をそれぞれ報告して
いる。

1月7日 30人

30人2月13日
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＜議会側協議・報告＞

1 ３月定例会の会期、日程案について

2 新任課長職以上の紹介方法について

＜担当部説明・報告＞

新型コロナウイルス感染症対策に係る上尾市の独自事業

＜担当部説明・報告＞

新型コロナウイルス感染症対策について

＜新任課長職以上の紹介＞

令和２年４月１日付人事異動に伴う課長職以上の紹介について

＜執行部説明・報告＞

1 ６月定例会提出議案について

2 諸報告について

①指定管理者の選定方法について

②コカ･コーラボトラーズジャパン株式会社からの清涼飲料水
の寄贈について

③市税等のＬＩＮＥ Ｐａｙによる支払いの開始について

④「コロナに負けるな！あげおグルメ応援お食事券」発行事
業について

⑤上尾シティハーフマラソンのワールドアスレティックス認
証取得について

⑥上尾シティハーフマラソンの中止について

⑦第２７回上尾市中学生海外派遣研修の中止について

3 諸行事について

⑴新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴うイベントの中止
について

①第１７回あげお花しょうぶ祭り

②第１３回あげお駅からハイキング

③令和２年度上尾夏まつり

4 その他

 冊子の配付について

①令和２年上尾市議会６月定例会報告書

②令和２年度事業計画及び収支予算書

・公益財団法人上尾市地域振興公社

・公益財団法人上尾市勤労者福祉サービスセンター

③高齢者実態把握アンケート調査結果報告書

＜担当部説明・報告＞

1 行政報告について

①上尾市長等政治倫理条例（案）について（総務部）

2 西上尾第一及び第二保育所、並びにつくし学園の耐震性の確
認について（子ども未来部）

＜議会側協議・報告＞

1 ６月定例会の会期、日程案について

2 その他

①緊急事態宣言解除後の市議会における今後の対応について

②埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙(市議会議員区
分)の結果について

5月12日

2月13日 30人

6月1日 30人

29人

5月13日 30人
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③埼玉県市議会第5区議長会議員研修会(7月10日､桶川市)の開
催見送りについて

④第82回全国都市問題会議（10月8～9日、八戸市）の開催中
止について

⑤清掃ボランティア活動の延期について

⑥本庁舎及び第三別館の害虫駆除について

＜執行部説明・報告＞

６月定例会追加提出議案の説明について

＜執行部説明・報告＞

1 ９月定例会提出議案について

2 諸報告について

①市税等のＰａｙＰａｙによる納付の開始について

②大谷北部第四土地区画整理地区の換地処分に伴う施行区域
内の町名地番の変更期日について

3 諸行事について（中止の報告）

①第２０回元気あっぷフェスタ

②第６回あげお郷土こどもかるた大会

③第４０回上尾市ふれあい広場

④第６２回上尾市民体育祭

⑤第１８回ＡＩ♡犬フェスティバル

⑥令和２年度上尾・伊奈合同消防特別点検

⑦第３０回記念上尾市青少年健全育成推進大会

⑧くらしフェスタ第３８回上尾消費生活展

4 その他

 冊子の配付について

①令和２年上尾市議会９月定例会報告書

②平成３１年度事業報告及び決算書

・公益財団法人上尾市地域振興公社

・公益財団法人上尾市勤労者福祉サービスセンター

③上尾都市開発株式会社 第３９期事業報告・第４０期事業計
画書

④消防年報２０２０あげお

⑤国登録有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」資料調査
整備事業報告書

＜担当部説明・報告＞

1 消防広域化の経緯について（消防本部）

2 上尾市人材育成基本方針の改定について（総務部）

＜議会側協議・報告＞

1 ９月定例会の会期、日程案について

2 決算特別委員会実施要領（案）について

3 決算審査に関連した資料請求の締切日について

4 その他

①令和２年度清掃ボランティア活動の中止について

6月24日

6月1日 30人

8月25日 30人

30人
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＜執行部説明・報告＞

1 上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地の決定について（環
境経済部）

2 西上尾第一・第二保育所、つくし学園の耐震性の確認結果と
今後の対応について（子ども未来部・行政経営部）

＜執行部説明・報告＞

1 平方幼稚園 令和３年４月入園児の募集について(教育総務部)

＜執行部説明・報告＞

1 第２回臨時会提出議案について

2 １２月定例会提出議案について

3 諸報告について

①上尾市とイオン株式会社との地域活性化包括連携協定の締
結について

②Ｎｅｔ１１９緊急通報システムの導入について

4 諸行事について

⑴令和３年上尾市成人式について

⑵地域デビュー支援事業「暮らすのが楽しいまちづくり」に
ついて

⑶中止の諸行事について

①令和３年上尾市消防出初式

②第４７回市民音楽祭「邦楽祭」

③第３９回上尾市民駅伝競走大会

5 その他

 冊子の配付について

①令和２年度上尾市教育委員会の事務に関する点検評価報告書

②上尾市西貝塚環境センターの入札に関する第三者調査委員
会 調査報告書【再発防止策実施状況報告書】

＜議会側協議・報告＞

1 １２月定例会の会期、日程案について

2 ２０２１年新春賀詞交歓会（上尾商工会議所主催）の中止に
ついて

＜担当部説明・報告＞

1 行政報告

上尾市立しらこばと保育所の今後の在り方の検討結果につい
て（子ども未来部）

＜担当部説明・報告＞

1 行政経営部からの報告

「コロナ禍の臨時財政運営方針に基づく対応について」

2 教育総務部からの報告

「市立平方幼稚園の閉園に係る経過報告について」

3 総務部からの報告

「第３次上尾市人材育成基本方針 素案について」

11月24日 30人

12月1日 30人

10月5日 30人

9月1日 30人

12月21日 30人
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（１２）議員研修会

月  日 出席者数 協議内容

2月4日 30人

平成３１年度上尾市議会議員研修会
「地方議会・議員に求められる役割と議会活動における自己統
制（コンプライアンス）について」
　講師 元全国都道府県議会議長会議事調査部長　鵜沼 信二 氏

8月6日 9人

令和２年上尾市議会新任議員研修会
「寄附行為禁止の説明等」
「議会運営関係の説明」
「各公共施設の紹介、事業の概要について」

（１３）新型コロナウイルス対策支援本部会議

回 月   日 協議内容

1 市災害対策本部会議の結果について

2 議会運営及び議会対応について

1 市新型コロナウイルス対策本部会議の結果について

2 議会運営及び議会対応について

1 市新型コロナウイルス対策本部会議の結果について

2 議会運営及び議会対応について

第4回 3月3日 1 自宅待機の期間について

1 市対策本部会議結果、他市の動向など

2 大規模感染症発生時の緊急対応の取り決めについて

①大きな取り決めについて

②具体的な細部取り決めについて

③自宅待機の扱いについて

1 上尾市在住者の新型コロナウイルス感染事案について

2 当面の対応について

3 今後の感染拡大防止策及び必要な諸対策について

1 市対策本部会議結果、他市の動向など

2 自宅待機の扱いについて

1 市対策本部会議結果について

2 当面の対応と今後の課題について

3 公開質問状への回答について

1 公開質問状取下げの件について

2 要望事項の件について

1 公開質問状取下げの件について

2 要望事項の件について

第11回 3月17日 1 市対策本部会議結果について

第12回 4月8日 1 本日の政治倫理条例制定特別委員会 調整会議の開催について

1 市対策本部会議結果について

2 市議会における今後の対応について

①対策ガイドラインの作成

②検温カードの作成

③「代表者会議」と「対策支援本部会議」について

④「委員会」、「本会議」の開催について

⑤協議事項

第13回 4月8日

第7回 3月9日

第1回 3月2日

第2回 3月3日

第8回 3月13日

第9回 3月13日

第10回 3月16日

第5回 3月5日

第6回 3月6日

第3回 3月3日
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3 無会派議員の対策支援本部会議の出席について

4 緊急事態宣言の発令に伴う感染拡大防止策の徹底について

1 市対策本部について

①緊急事態宣言時の職員体制（総務部からの報告）

②会議結果

2 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(案)について

①対策ガイドラインの作成

②健康セルフチェックシートの作成

③議会運営委員会で協議する事項

3 会派からの要望書について

①要望書の提出

②要望事項の進捗状況

③文書回答を求める要望書(政策フォーラム･市民の声あげお)

1 市対策本部会議結果について

2 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（案）について

第16回 5月1日 1 市対策本部会議結果について

第17回 5月7日 1 今後の常任委員会の運営について

1 市対策本部会議結果について

2 要望事項の進捗状況について

1 市対策本部会議結果について

2 緊急事態宣言解除後の市議会における今後の対応について

第20回 6月8日 1 市対策本部会議結果について

第21回 6月19日 1 要望書について

第22回 6月24日 1 市対策本部会議結果について

第23回 7月14日 1 市対策本部会議結果について

第24回 8月4日 1 市対策本部会議結果について

1 本部役員の変更について

2 感染症対策ガイドラインについて

第26回 8月24日 1 対策ガイドラインについて

第27回 9月1日 1 市対策本部会議結果について

第28回 9月29日 1 市対策本部会議結果について

第29回 10月21日 1 市対策本部会議結果について

第30回 11月27日 1 市対策本部会議結果について

第31回 12月11日 1 市対策本部会議結果について

第32回 12月16日 1 市内の感染症例の報告方法について

第13回 4月8日

第18回 5月8日

第19回 5月26日

第25回 8月17日

第15回 4月27日

4月20日第14回
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（１）条例（４７件）

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

13
上尾市表彰審査会条例の一部を改正する条例の制定
について

2月20日 総務 3月23日 可決

14
上尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改
正する条例の制定について

2月20日 総務 3月23日 可決

15
上尾市監査委員に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

2月20日 総務 3月23日 可決

16
上尾市老人ホーム入所判定委員会条例の制定につい
て

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

17
上尾市認知症初期集中支援チーム検討委員会条例の
制定について

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

18
上尾市地域包括ケアシステム推進協議会条例の制定
について

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

19
上尾市成年後見制度利用促進審議会条例の制定につ
いて

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

20
上尾市予防接種健康被害調査委員会条例の制定につ
いて

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

21
上尾市多文化共生推進計画策定委員会条例の制定に
ついて

2月20日 総務 3月23日 可決

22
上尾市立小・中学校通学区域審議会条例の制定につ
いて

2月20日 文教経済 3月23日 可決

23 上尾市職員倫理条例の制定について 2月20日 総務 3月23日 可決

24
上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

2月20日 総務 3月23日 可決

25
市長の給料及び副市長の給料の減額支給に関する条
例の制定について

2月20日 総務 3月23日 否決

26
上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改
正する条例の制定について

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

27
上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
について

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

28
上尾市敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

２　議決事件の概要

[令和２年３月定例会]
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29
上尾市が管理する市道の構造等の基準を定める条例
の一部を改正する条例の制定について

2月20日
都市整備
消防

3月23日 可決

30
上尾市水道事業の設置等に関する条例及び上尾市公
共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

2月20日
都市整備
消防

3月23日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

41 市長等の給与の特例に関する条例の制定について 6月8日 総務 6月30日 可決

42
上尾市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改
正する条例の制定について

6月8日 総務 6月30日 可決

43 上尾市税条例の一部を改正する条例の制定について 6月8日 総務 6月30日 可決

44
上尾市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定
について

6月8日 総務 6月30日 可決

45

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律関係手数料徴収条例及び上尾市都市の低炭素化
の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部を改
正する条例の制定について

6月8日
都市整備
消防

6月30日 可決

46
上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

6月8日 文教経済 6月30日 可決

47
上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
について

6月8日 健康福祉 6月30日 可決

48
上尾市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

6月8日 健康福祉 6月30日 可決

49
上尾市文化センター条例の一部を改正する条例の制
定について

6月8日 総務 6月30日 可決

50
上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正する
条例の制定について

6月8日 総務 6月30日 可決

51
イコス上尾条例の一部を改正する条例の制定につい
て

6月8日 総務 6月30日 可決

52
上尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

6月8日
都市整備
消防

6月30日 可決

53
上尾市自然学習館条例の一部を改正する条例の制定
について

6月8日
都市整備
消防

6月30日 可決

54
上尾市バーベキュー場条例の一部を改正する条例の
制定について

6月8日
都市整備
消防

6月30日 可決

[令和２年６月定例会]
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55
上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基準検
討会議設置条例を廃止する条例の制定について

6月8日 文教経済 6月30日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

77 上尾市長等政治倫理条例の制定について 9月1日 総務 10月5日 可決

78

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の運営に関する基準を定める条例及び上尾市家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例の制定について

9月1日 健康福祉 10月5日 可決

79
上尾市租税特別措置法関係手数料徴収条例の一部を
改正する条例の制定について

9月1日
都市整備
消防

10月5日 可決

80
上尾市介護予防・生活支援サービス事業手数料条例
の一部を改正する条例の制定について

9月1日 健康福祉 10月5日 可決

81
町の区域を新たに画することに伴う関係条例の整理
に関する条例の制定について

9月1日 総務 10月5日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

96
上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

11月27日 付託省略 11月27日 可決

97
市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改
正する条例の制定について

11月27日 付託省略 11月27日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

104
上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
制定について

12月1日 健康福祉 12月21日 可決

105
上尾市介護保険条例及び上尾市後期高齢者医療に関
する条例の一部を改正する条例の制定について

12月1日 健康福祉 12月21日 可決

106
上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に
関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の
制定について

12月1日 健康福祉 12月21日 可決

[令和２年９月定例会]

[令和２年第２回臨時会]

[令和２年１２月定例会]
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107
上尾市火災予防条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

12月1日
都市整備
消防

12月21日 可決

108
上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正する
条例の制定について

12月1日 総務 12月21日 可決

109
上尾市消費生活センターの組織及び運営等に関する
条例の一部を改正する条例の制定について

12月1日 総務 12月21日 可決

110
上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議設置条例の制定
について

12月1日 文教経済 12月21日 可決

（２）予算（２６件）

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

2 平成３１年度上尾市一般会計補正予算（第７号） 2月20日 付託省略 2月26日 可決

3 平成３１年度上尾市一般会計補正予算（第８号） 2月20日 各委員会 3月23日 可決

4
平成３１年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

5
平成３１年度上尾市介護保険特別会計補正予算（第
４号）

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

6
平成３１年度上尾市後期高齢者医療特別会計補正予
算（第１号）

2月20日 健康福祉 3月23日 可決

7 令和２年度上尾市一般会計予算 2月20日 予算 3月23日 可決

8 令和２年度上尾市国民健康保険特別会計予算 2月20日 健康福祉 3月23日 可決

9 令和２年度上尾市介護保険特別会計予算 2月20日 健康福祉 3月23日 可決

10 令和２年度上尾市後期高齢者医療特別会計予算 2月20日 健康福祉 3月23日 可決

11 令和２年度上尾市水道事業会計予算 2月20日
都市整備
消防

3月23日 可決

12 令和２年度上尾市公共下水道事業会計予算 2月20日
都市整備
消防

3月23日 可決

[令和２年３月定例会]
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議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

39 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第４号） 6月8日

各委員会
(都市整
備消防を
除く。）

6月30日 可決

40
令和２年度上尾市介護保険特別会計補正予算（第１
号）

6月8日 健康福祉 6月30日 可決

67 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号） 6月25日 各委員会 6月30日 可決

68 令和２年度上尾市水道事業会計補正予算（第１号） 6月25日
都市整備
消防

6月30日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

75 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第６号） 9月1日 各委員会 10月5日 可決

76
令和２年度上尾市介護保険特別会計補正予算（第２
号）

9月1日 健康福祉 10月5日 可決

94 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第７号） 9月30日 付託省略 10月5日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

95 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第８号） 11月27日 付託省略 11月27日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

98 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第９号） 12月1日 各委員会 12月21日 可決

99
令和２年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）

12月1日 健康福祉 12月21日 可決

100
令和２年度上尾市介護保険特別会計補正予算（第３
号）

12月1日 健康福祉 12月21日 可決

[令和２年６月定例会]

[令和２年９月定例会]

[令和２年第２回臨時会]

[令和２年１２月定例会]
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101
令和２年度上尾市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第１号）

12月1日 健康福祉 12月21日 可決

102 令和２年度上尾市水道事業会計補正予算（第２号） 12月1日
都市整備
消防

12月21日 可決

103
令和２年度上尾市公共下水道事業会計補正予算（第
１号）

12月1日
都市整備
消防

12月21日 可決

124 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１０号） 12月15日 付託省略 12月21日 可決

議案
番号

件　　　　　　　　　　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

69
平成３１年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定に
ついて

9月1日 決算 10月5日 認定

70
平成３１年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出
決算の認定について

9月1日 決算 10月5日 認定

71
平成３１年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算
の認定について

9月1日 決算 10月5日 認定

72
平成３１年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳
出決算の認定について

9月1日 決算 10月5日 認定

73
平成３１年度上尾市水道事業会計決算の認定につい
て

9月1日 決算 10月5日 認定

74
平成３１年度上尾市公共下水道事業会計決算の認定
について

9月1日 決算 10月5日 認定

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

1
工事請負契約の変更契約の締結について（本庁舎外
壁・防水等改修工事）

1月9日 付託省略 1月9日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

82
工事請負契約の締結について(防災行政無線デジタ
ル化更新工事)

9月1日 総務 10月5日 可決

［令和２年９月定例会］

（４）契約（７件）

[令和２年第１回臨時会]

[令和２年９月定例会]

（３）決算（６件）
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83
工事請負契約の締結について(コミュニティセン
ター大規模改造工事（建築工事））

9月1日 総務 10月5日 可決

84
工事請負契約の締結について(コミュニティセン
ター大規模改造工事（機械設備工事））

9月1日 総務 10月5日 可決

85
工事請負契約の締結について(コミュニティセン
ター大規模改造工事（電気設備工事））

9月1日 総務 10月5日 可決

86
工事請負契約の締結について(浅間川都市下水路改
修工事)

9月1日
都市整備
消防

10月5日 可決

87
工事請負契約の締結について(準用河川浅間川護岸
工事)

9月1日
都市整備
消防

10月5日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

34 公平委員会委員の選任について（大井川茂氏） 2月20日 付託省略 3月23日 同意

38 副市長の選任について（石川稔氏） 3月23日 付託省略 3月23日 同意

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

66 固定資産評価員の選任について（加藤俊市氏） 6月8日 付託省略 6月30日 同意

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

90
固定資産評価審査委員会委員の選任について（今村
公宜氏）

9月1日 付託省略 9月4日 同意

91
固定資産評価審査委員会委員の選任について（根岸
新作氏）

9月1日 付託省略 9月4日 同意

92 教育委員会委員の任命について（大塚崇行氏） 9月1日 付託省略 9月4日 同意

93 監査委員の選任について（大山一夫氏） 9月1日 付託省略 9月4日 同意

（５）選任・任命（７件）

[令和２年３月定例会]

[令和２年６月定例会]

[令和２年９月定例会]
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諮問
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

1
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求
めることについて（髙橋晴美氏）

6月8日 付託省略 6月30日
異議なき
旨答申

2
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求
めることについて（田口いずみ氏）

6月8日 付託省略 6月30日
異議なき
旨答申

諮問
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

3
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求
めることについて（太幡和子氏）

12月1日 付託省略 12月21日
異議なき
旨答申

4
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求
めることについて（𠮷澤章子氏）

12月1日 付託省略 12月21日
異議なき
旨答申

5
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求
めることについて（山本敏雄氏）

12月1日 付託省略 12月21日
異議なき
旨答申

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

32
専決処分の承認を求めることについて
（平塚サッカー場改修工事請負契約の一部変更）

2月20日 文教経済 3月23日
承認

※附帯
決議あり

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

57
専決処分の承認を求めることについて（上尾市税条
例の一部を改正する条例）

6月8日 総務 6月30日 承認

58
専決処分の承認を求めることについて（上尾市国民
健康保険税条例の一部を改正する条例）

6月8日 健康福祉 6月30日 承認

59
専決処分の承認を求めることについて（令和２年度
上尾市一般会計補正予算（第１号））

6月8日 文教経済 6月30日 承認

60
専決処分の承認を求めることについて（令和２年度
上尾市一般会計補正予算（第２号））

6月8日 健康福祉 6月30日 承認

（７）専決処分（８件）

[令和２年３月定例会]

[令和２年６月定例会]

（６）諮問（５件）

[令和２年６月定例会]

[令和２年１２月定例会]
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61
専決処分の承認を求めることについて（令和２年度
上尾市一般会計補正予算（第３号））

6月8日 文教経済 6月30日 承認

62
専決処分の承認を求めることについて（令和２年度
上尾市国民健康保険特別会計補正予算（第１号））

6月8日 健康福祉 6月30日 承認

63
専決処分の承認を求めることについて（上尾市国民
健康保険条例の一部を改正する条例）

6月8日 健康福祉 6月30日 承認

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

31 損害賠償の額を定め、和解することについて 2月20日 文教経済 3月23日 可決

33 市道路線の認定について 2月20日
都市整備
消防

3月23日 可決

35 財産の取得について（小学校教師用指導書） 2月20日 付託省略 3月23日 可決

36 財産の取得について（小学校教師用指導書） 2月20日 付託省略 3月23日 可決

37 財産の取得について（小学校デジタル教科書） 2月20日 付託省略 3月23日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

56
上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基準検
討会議の共同設置の廃止に関する協議について

6月8日 文教経済 6月30日 可決

64 財産の取得について（水槽付き消防ポンプ自動車） 6月8日
都市整備
消防

6月30日 可決

65 埼玉県市町村総合事務組合規約の変更について 6月8日 総務 6月30日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

88 市道路線の認定について 9月1日
都市整備
消防

10月5日 可決

89 市道路線の廃止について 9月1日
都市整備
消防

10月5日 可決

（８）その他の事件（２３件）

[令和２年３月定例会]

[令和２年６月定例会]

[令和２年９月定例会]
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議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

111
上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議共同設置規約に
関する協議について

12月1日 文教経済 12月21日 可決

112 財産の取得について（端末充電保管庫（小学校）） 12月1日 文教経済 12月21日 可決

113 財産の取得について（端末充電保管庫（中学校）） 12月1日 文教経済 12月21日 可決

114
公の施設の指定管理者の指定について（上尾市文化
センター）

12月1日 総務 12月21日 可決

115
公の施設の指定管理者の指定について（上尾市コ
ミュニティセンター）

12月1日 総務 12月21日 可決

116
公の施設の指定管理者の指定について（イコス上
尾）

12月1日 総務 12月21日 可決

117
公の施設の指定管理者の指定について（上尾市立養
護老人ホーム恵和園）

12月1日 健康福祉 12月21日 可決

118
公の施設の指定管理者の指定について（上尾市老人
福祉センターことぶき荘）

12月1日 健康福祉 12月21日 可決

119
公の施設の指定管理者の指定について（上尾市身体
障害者福祉センターふれあいハウス）

12月1日 健康福祉 12月21日 可決

120
公の施設の指定管理者の指定について（上尾市障害
福祉サービス事業所かしの木園）

12月1日 健康福祉 12月21日 可決

121
公の施設の指定管理者の指定について（上尾伊奈斎
場つつじ苑及び瓦葺ふれあい広場）

12月1日 文教経済 12月21日 可決

122
公の施設の指定管理者の指定について（上尾丸山公
園、上尾市自然学習館及び上尾市バーベキュー場）

12月1日
都市整備
消防

12月21日 可決

123
公の施設の指定管理者の指定について（都市公園
（上尾丸山公園及び戸崎公園を除く。））

12月1日
都市整備
消防

12月21日 可決

報告
番号

報告月日

1 2月20日

2 2月20日

[令和２年１２月定例会]

（９）報告（１７件）

[令和２年３月定例会]

件　　　　　　　名

決算不認定に係る措置について

専決処分の報告について（公用自動車による物損事故の和解をすることについて）
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3 2月20日

4 3月23日

報告
番号

報告月日

5 6月8日

6 6月8日

7 6月8日

8 6月8日

9 6月8日

10 6月8日

11 6月8日

12 6月8日

報告
番号

報告月日

13 9月1日

14 9月1日

15 9月1日

16 9月1日

17 9月1日

専決処分の報告について（上尾市立鴨川小学校において発生した物損事故の損害賠
償額を定め、和解することについて）

件　　　　　　　名

平成３１年度上尾市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

平成３１年度上尾市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について

平成３１年度上尾市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

平成３１年度上尾市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について

[令和２年６月定例会]

専決処分の報告について（上尾市図書館の駐車場の管理に瑕疵があったため起きた
車両損傷事故の損害賠償額を定め、和解することについて）

平成３１年度決算における健全化判断比率の報告について

平成３１年度決算における資金不足比率の報告について

専決処分の報告について（公用自動車による物損事故の損害賠償額を定め、和解す
ることについて）

専決処分の報告について（上尾市立瓦葺小学校の西側歩道において発生した人身事
故の損害賠償額を定め、和解することについて）

専決処分の報告について（公用自動車による物損事故の損害賠償額を定め、和解す
ることについて）

専決処分の報告について（公用自動車による物損事故の損害賠償額を定め、和解す
ることについて）

専決処分の報告について（公用自動車による物損事故の損害賠償額を定め、和解す
ることについて）

専決処分の報告について（公用自動車による物損事故の損害賠償額を定め、和解す
ることについて）

件　　　　　　　名

平成３１年度上尾市一般会計継続費精算報告について

[令和２年９月定例会]
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議案
番号

提出
月日

議決
月日

結　果

委1 10月5日 10月5日 可決

議案
番号

提出
月日

議決
月日

結　果

議1 3月23日 3月23日 可決

議2 3月23日 3月23日 可決

議3 3月23日 3月23日 否決

議4 3月23日 3月23日 否決

議5 3月23日 3月23日 否決

議6 3月23日 3月23日 否決

議7 3月23日 3月23日 可決

議8 3月23日 3月23日 可決

議案
番号

提出
月日

議決
月日

結　果

議9 6月30日 6月30日 否決

議10 6月30日 6月30日 否決

議11 6月30日 6月30日 否決

（１０）委員会提出議案（１件）

[令和２年９月定例会]

件　　　　　　　     　　　　　名

上尾市議会議員政治倫理条例の制定について

（１１）議員提出議案（意見書・決議等）（２８件）

[令和２年３月定例会]

[令和２年６月定例会]

件　　　　　　　     　　　　　名

医療機関の経営危機に対する財政支援を求める意見書

公立・公的病院の統廃合計画の撤回を求める意見書

保健所の増設と機能強化を求める意見書

件　　　　　　　     　　　　　名

中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意
見書

選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書

消費税率５％への引き下げを求める意見書

後期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を求める意見書

ＩＲ関連法を廃止し、カジノ疑惑の徹底究明を求める意見書

中東への自衛隊派遣の見直しと撤退を求める意見書

屋内５０メートルプール及びスポーツ科学拠点施設の誘致を求
める決議

新型コロナウイルス感染症対策の強化拡充等を求める意見書
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議案
番号

提出
月日

議決
月日

結　果

議12 10月5日 10月5日 可決

議13 10月5日 10月5日 可決

議14 10月5日 10月5日 可決

議15 10月5日 10月5日 可決

議16 10月5日 10月5日 可決

議17 10月5日 10月5日 可決

議18 10月5日 10月5日 否決

議19 10月5日 10月5日 可決

議案
番号

提出
月日

議決
月日

結　果

議20 12月21日 12月21日 可決

議21 12月21日 12月21日 可決

議22 12月21日 12月21日 否決

議23 12月21日 12月21日 可決

議24 12月21日 12月21日 可決

議25 12月21日 12月21日 否決

議26 12月21日 12月21日 可決

議27 12月21日 12月21日 可決

[令和２年９月定例会]

子どもたちの学び、心身のケア、安心安全な教育環境を保障す
るために少人数学級の実施を求める意見書

核兵器禁止条約に参加することを求める意見書

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化
に対し地方税財源の確保を求める意見書

件　　　　　　　     　　　　　名

空襲などによる民間戦争被害者を救済する「新たな援護法」の
制定を求める意見書

性犯罪に関する刑法の更なる改正を求める意見書

件　　　　　　　     　　　　　名

緊急防災・減災事業債の期間延長等を求める意見書

大規模自然災害に備えた早急な治水対策を求める意見書

防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書

北朝鮮による日本人拉致被害者の即時帰国と真相究明・再発防
止を求める意見書

地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書

[令和２年１２月定例会]

日本学術会議会員候補の任命拒否を撤回し、全員の任命を求め
る意見書

児童扶養手当制度の拡充を求める意見書

重度心身障害者医療費助成制度の拡充を求める意見書

新型コロナウイルス感染症の爆発的な拡大を防止するための緊
急対策を求める意見書

住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見
書

犯罪被害者支援の充実を求める意見書
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議28 12月21日 12月21日 可決

請願
番号

件　　　　　　　　　　名 提出月日
付　託
委員会

議決
月日

結　果

1
国会での「憲法改正発議」を慎重に取り扱うよう求
める意見書の提出を求める請願

2月20日 総務 3月23日 不採択

2
事務区長制度廃止に伴う広報等の配布を自治会に委
託することを求める請願

2月20日 総務 3月23日 不採択

請願
番号

件　　　　　　　　　　名 提出月日
付　託
委員会

議決
月日

結　果

3 上尾市地域公共交通に関する請願 6月8日 総務 6月30日 不採択

4
上尾市におけるパートナーシップの認証制度（仮
称）および性的少数者に関する諸問題への取組みに
関する請願

6月8日 総務 6月30日 採択

請願
番号

件　　　　　　　　　　名 提出月日
付　託
委員会

議決
月日

結　果

5
ＳＤＧｓの実現に向けた「誰一人取り残さない」市
政を推進する請願

12月1日 総務 12月21日 採択

番号

1

2

3

4

5

不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書

（１２）請願（５件）

[令和２年３月定例会]

[令和２年６月定例会]

[令和２年１２月定例会]

（１３）陳情（６件）

件　　　　　　　　　　　　　　　名

上尾丸山公園大池での釣り存続に関する陳情

信号機設置による死亡事故防止に関する陳情

上尾市議会に提出する請願書の説明に関する陳情

地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情

陳情書（空き家・空き地等の有効活用に限定した宅地建物取引士証の提
示による固定資産税評価証明書の交付に関する件　他５件）

備考

３月定例会
全議員配布

６月定例会
全議員配布

６月定例会
全議員配布

第２回臨時会
全議員配布

第２回臨時会
全議員配布
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6

番号

1

2

（１４）要望書・要請書等（２件）

備考

第２回臨時会
全議員配布

第２回臨時会
全議員配布

件　　　　　　　　　　　　　　　名

要望書（令和３年度上尾市補助金の交付について）

要望書（高齢者等の自転車駐輪場所の確保について）

第２回臨時会
全議員配布

上尾市における幼児教育の取り組み、展望についての陳情書
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３　行政視察の状況
（１）会派の行政視察　

会派名 月　日 視察地 視察内容

上尾同志会 11月17日 埼玉県桶川市 文化財の保管等について

福島県本宮市
台風１９号の被害に関する復旧・復興の取り組みについ
て

福島県郡山市 デジタル市役所推進事業（計画）について

七日町通りまち
なみ協議会

まちづくりの取り組みについて

2月5日 埼玉県行田市 子どもの居場所づくり支援事業補助金について

2月10日 埼玉県滑川町 小中学校給食無償化について

11月16日 埼玉県川越市 デマンド交通について

彩の会
 1月30～
　  31日

政策フォーラム・
市民の声あげお
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[令和２年３月定例会]

月日 議員名 質問項目

・公共施設マネジメントについて

・行財政課題について

・都市基盤整備について

・新型コロナウィルスへの感染対策について

・屋内５０メートルプール誘致について

・上平保育所周辺の安全対策について

・地域猫活動の課題について

・水上公園の整備について

・道路行政について

・地域包括ケアシステムについて

・オーストラリアの山火事について

・保育行政について

・通学路安全対策について

・入札制度について

・行政経営について

・荒川無堤防区間解消に向けて

・市における幼児教育の展望について

・性的マイノリティの行政課題

・大規模商業施設設置に係る周辺整備について

・国の交付税を活用した給付型奨学金で若者の定住促進を

・奨学金の利息補助で若者支援と定住促進を

・若者の居場所作りと就労支援について

・要支援者やペットの避難を含む避難所の課題について

・大雨による浸水被害の対策の進捗状況

・しらこばと保育所と上尾市における保育のあり方について

・多様な保育と働き方について

・困難を抱える子どもたちの支援について

・ダイバーシティ施策について

・自然環境保護について

・保育行政について

・学童保育所について

・ＳＤＧｓについて

・図書館・ブロック塀問題から上尾市政を考える

・日本語を母語としない児童・生徒への支援について

3月11日

戸野部　直乃

前島　るり

海老原　直矢

井上　茂　

鈴木　茂　

◇  一  般  質  問　◇

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から一般質問は中止。以下は通告された質問事項を掲載。

3月10日

深山　孝　

星野　良行

井上　智則

浦和　三郎

道下　文男
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・２０２０年東京オリンピック・パラリンピックについて

・１８歳までのこども医療費無償化について

・借地空閑地（地域の広場）について

・平塚サッカー場の専決処分について

・児童虐待について

・ゴミ行政について

・ハザードマップについて

・防災、災害対応について

・公共交通の充実について

・自治会制度移行について

・市政の透明化について

・こども医療費助成について

・防犯について

・防災について

・防犯について

・高齢者の支援について

・道路について

・観光誘致について

・障害者支援について

・地域コミュニティーの充実を

・選挙における投票率引き上げを

・しらこばと保育所の移転問題

・いのちと健康を守る国民健康保険について

・感染症から市民を守るための保健機関の役割について

・安心して地域で暮らすために

・ジェンダー平等の社会を

・こどもが大切にされる上尾市に

・ぐるっとくん・公共交通の充実を

・平方・小敷谷・壱丁目地域の街づくりについて

・災害に強い上尾市を

・「放置」自転車問題と駅周辺の街づくりについて

・学校給食費無償化と補助制度について

・市民に親しまれる公園づくりについて

・市民に開かれた市政へ

・上尾市の地域公共交通の取り組みについて

・市職員のワークライフバランス・生産性向上の取り組みについて

・「イオンモール上尾」開業（２０２０年秋）に伴う影響について

矢口　豊人
・水上公園・運動公園の今後のあり方と、スポーツ医科学拠点施設・
屋内５０ｍプールの誘致について

3月16日

戸口　佐一

新藤　孝子

平田　通子

轟　信一

池田　達生

3月12日

樋口　敦　

荒川　昌佑

原田　嘉明

津田　賢伯

佐藤　恵理子

田島　純　

3月17日
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・いじめ対策と若年層の自殺防止について

・防災対策・救急医療について

・学校給食の公会計化と無償化について

・市民の健康と口腔保健について

・若年性認知症について

・行政課題について

・市政の基本方針と住民サービスの変化について

・老後も安心して住み続けられる政策について

・市の防災対策について

[令和２年６月定例会]

月日 議員名 質問項目

・新型コロナウイルス感染症への対策について

・屋内５０メートルプールの誘致について

・自治体のリスクマネジメント

・新型コロナ感染症影響と第二波対策

・危機状況とＳＤＧｓ

・公共施設マネジメントについて

・行財政の諸課題について

・ひとり親世帯への応援金支給と特別児童扶養手当受給世帯について

・コロナ禍における水道料金の減免について

・マスクポストの設置について

・子育て３世代同居・近居応援事業の継続について

・要支援者やペットの避難及び、感染症対策を含む避難所の課題につ
いて

・新型コロナウイルスと介護現場

・学校再開後の諸問題について

田中　一崇 ・小中学校の新型コロナ感染症に伴う臨時休業について

・スピード感ある市の情報発信を

・コロナ禍における食品ロス対策とフードパントリーの高まる需要へ
の対応

・性的マイノリティの行政課題解決に向けて

・定期検（健）診、定期予防接種の中止・延期の状況とそれに係る影
響について

・市における幼児教育の展望について

・防災、災害対応について

・公共交通の取り組みについて

・子育て環境の課題と対応について

・行政経営、シティセールスについて

小川　明仁

秋山　かほる

6月17日

星野　良行

尾花　瑛仁

深山　孝

前島　るり

矢口　豊人

3月17日

鈴木　茂

戸野部　直乃

原田　嘉明

6月18日
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・学校再開後の学校生活環境について

・地域猫活動の課題について

道下　文男 ・コロナ禍における行政課題について

・上尾市のコロナ対策について

・障がい者や高齢者支援について

・ゴミ行政について

・学校休業中の対応と子ども支援について

・病児保育をはじめとした保育のあり方について

・ダイバーシティ施策について

・自然環境保護について

・Ｗｉｔｈコロナ。市役所の働き方改革と教育のＩＴ化に向けて

・国土強靭化地域計画と次期総合計画を同時策定、一体策定すること
について

・ポスト・コロナ。市内商工業の活力回復と地方創生で、新たな自主
財源の確保に向けて

・コロナ禍における学校教育について

・フードパントリーについて

・道路について

・申込書の申請、キャッシュレス決済等、オンライン化が進む社会に
対応していく為にインターネットの知識をご年配の方へ

・難聴の方への配慮と円滑なコミュニケーションを取るために

・コロナウイルス対策について

・生活保護申請書とセットになっているＮＨＫの契約について

・歩行者の安全確保について

・新型コロナウイルス感染症について

・市民の安全・安心について

・水害対策について

・新型コロナウイルス対策について

・地域公共交通のあり方とコロナ問題における事業者支援について

・学校給食の公会計化とコロナ問題における給食費支援について

・コロナ対策の進捗と今後の方針について

・平方・小敷谷、壱丁目地域の街づくりについて

・災害に強い上尾市を

・老後を安心して暮らすために

・駅前「放置」自転車問題について

・コロナ禍での学校給食について

・市民に親しまれる公園づくりについて

・市民に開かれた市政へ

佐藤　恵理子

6月22日

浦和　三郎

井上　茂

矢口　豊人

轟　信一

池田　達生

井上　智則

6月19日

荒川　昌佑

海老原　直矢

新道　龍一

樋口　敦

6月18日
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・水道事業について

・生産緑地について

・総合計画について

・公立保育所の充実を

・公共交通の充実を

・投票率引き上げを

・いのちと健康を守る国民健康保険について

・新型コロナウイルスから市民の命・くらし・営業を守るために

・特別定額給付金について

・新型コロナウイルス感染症への対応にかかる上尾市の独自支援策に
ついて

・指定避難所について（新型コロナウイルス感染症への対応）

・学校について（新型コロナウイルス感染症への対応）

・新型コロナから市民のくらしを守るために

・こどもが大切にされる上尾市に

・ジェンダー平等社会を

・市政の基本方針と住民サービスの変化について

・市の新型コロナ対策について

・コロナ対策学校での対応について

[令和２年９月定例会]

月日 議員名 質問項目

・令和３年度行財政３か年実施計画および予算編成方針について

・原市地区の道路整備について

・市民の利用しやすい公民館・支所について

・国の奨学金利息補助で若者支援と定住促進

・乳がん検診の推進と無料検診年齢の引き下げ

・女性の活躍推進と、女性の視点を活かした街づくり

・プラスチックごみ削減に向けた市の取り組みについて

・災害から身を守るための今後の取り組み

・これからの単身高齢者の安心見守り事業について

・歩きスマホ禁止条例制定について

・スマート自治体の実現・ＩＣＴ活用の促進について

・家族死亡時の遺族の手続き支援について

・市民がより使いやすいぐるっとくんの実現を

・上尾市の広報活動について

・丸山公園小動物コーナーと自然学習館について

・道路冠水について

・特別定額給付金について

6月24日 秋山　かほる

9月23日

星野　良行

前島　るり

戸野部　直乃

井上　智則

浦和　三郎

6月23日

小川　明仁

戸口　佐一

新藤　孝子

津田　賢伯

平田　通子

43



・子ども医療費助成の１８歳まで拡大について

・市内公園、広場について

・公共スポーツ施設における市民サービスの向上について

・学校教育について

・コロナ禍における困窮者支援について

・コロナ禍における介護事業所運営について

・コロナウィルス感染症について

・屋内５０メートルプール等の誘致について

・新環境センターについて

鈴木　茂 ・図書館・ブロック塀問題から上尾市政を考える

・市民に信頼され職員が誇りを持って働ける上尾市を

・公文書の取扱いについて

・市民の足の確保について

・コロナ禍における事業の実施について

・新型コロナウィルス感染症対策について

・子ども若者支援について

・契約について

・困難を抱える市民の支援・自殺対策について

・労働行政について

・犯罪被害者支援について

・自然環境・生活環境について

・市民活動支援・ＮＰＯ支援について

・行政課題について

・街づくりについて

・母子保健について

・上尾市内の熱中症について

・上尾市内のテレワーク普及について

・コロナ禍における市政運営について

・新型コロナウィルスの影響、Ｗｉｔｈコロナを考慮した市政運営に
ついて

・危機管理について

・都市基盤整備について

・行財政課題

・防災に関して

・来庁者にインターネットの環境を

・交通について

・子育て世代の為に

・熱中症について

・丸山公園について

原田　嘉明

深山　孝

9月24日

樋口　敦

道下　文男

渡辺　綱一

荒川　昌佑

9月25日

井上　茂

海老原　直矢

田島　純

津田　賢伯

9月28日

佐藤　恵理子
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・生活保護に関する現状

・ゼロカーボンシティ宣言について

・防災力強化と災害を防ぐために

・コロナ禍で子どもたちが安心して暮らすために

・市民に親しまれる公園に

・学校給食について

・非核平和都市宣言都市としての取り組みについて

・文化財保護について

・災害に強い街づくり

・高齢者にやさしい街づくり

・いのちと暮らしを守る社会保障の充実を

・新型コロナウイルス感染症拡大から命と暮らしを守るために

・豊かな学びを保障するために

・もっと便利なぐるっとくん、公共交通に

・救急・消防行政について

・防災対策について

・鳥獣対策について

・ウイズコロナと異常気象に伴う市民生活の変化に対応した市政運営
について

・コロナ禍に於ける施設の民間委託について

[令和２年１２月定例会]

月日 議員名 質問項目

・道路行政について

・学校運営について

・ふるさと納税について

・インフルエンザ予防接種について

深山　孝 ・行財政課題について

・児童発達支援・放課後等デイサービスのガイドブックとリトルベ
ビーハンドブックの作成について

・市民ニーズに応じた新複合施設の建設と街づくりについて

・地域住民の相談を包括的に受け止める「場」の整備について

・東町、上尾下地域及び、二ツ宮地域の浸水対策の強化について

・パートナーシップ宣誓制度導入への進捗状況

・子宮頸がん予防ワクチンの案内について

・５歳児健診の導入及び発達障がい児への対応

・産後うつ早期発見のための産婦健診に対し助成を

・丸山公園の未整備エリアの今後について

・防災・減災対策について

・地方たばこ税を活用した分煙環境整備について

・藤波地区インフラ整備について

轟　信一

池田　達生

戸口　佐一

佐藤　恵理子

9月28日

9月29日

新藤　孝子

平田　通子

矢口　豊人

秋山　かほる

田中　一崇

前島　るり

戸野部　直乃

新道　龍一

12月10日
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・人権教育について

・命名権付与について

・財政構造と令和３年度予算編成

・コロナ禍・災害時の行政改革

・イオン影響ほか交通環境・安全対策

・契約業務と内部統制

・行財政改革について

・地方公共団体の情報システムの標準化への対応について

・学校給食費の公会計化について

・北上尾駅西口まちづくりについて

・幸齢化社会にむけて

・市民活動支援センターについて

・市民が使いやすい自転車環境の整備について

・リサイクルについて

・こども医療費について

・道路空洞化の調査について

・介護保険制度と地域包括ケアシステムについて

・災害対策について

・不登校・引きこもり支援

・日本語を母語としない児童・生徒への支援について

・保育行政について

・子ども支援について

・福祉施策について

・自然環境保護について

・コロナ禍における学校教育について

・空き家対策について

・ケアラー支援について

・市民の安全・安心に関する現状と対応について

・市財政、市内経済等の現状と対策、今後対応について

・IＣＴ教育の現状と推進について

・シティセールスの充実と推進について

田島　純 ・ポストコロナ時代の働き方について

・ゴミ処理について

・公用車の利用について

・農業行政について

・教育行政について

・交通行政について

12月11日

尾花　瑛仁

星野　良行

道下　文男

井上　智則

浦和　三郎

新道　龍一12月10日

12月14日

鈴木　茂

海老原　直矢

樋口　敦

原田　嘉明

佐藤　恵理子

矢口　豊人

12月15日
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・東町小学校プレハブ校舎の解消と東町学童保育所の学校敷地内移転
について

・ＡＩ・ＲＰＡの取り組みについて

・がん検診の充実について

・契約について

・スマートシティについて

・未婚者の妊娠と出産について

・令和３年度予算について

・部活動への助成について

・財政状況について

・市税について

・交通施策について

・新型コロナ禍で、いのち・くらしを守るために

・上尾駅西口郵便局前の踏切・東口駅前交差点の安全について

・どの子も安心して預けられる保育・幼稚園を

・安心して暮らせる街づくりについて

・子どもたちの笑顔が輝く街づくりについて

・障がい児・者が安心して暮らすために

・誰もが利用しやすい地域公共交通、駅前自転車駐輪場について

・随意契約に関する調査報告について

・市内公園の課題と、戸崎公園の現状と今後の課題について

・ＳＤＧｓに基づく環境と共生する街づくりを

・農業者への支援について

・市民のくらしと来年度予算について

・どの子も安心して暮らせる上尾市に

・より良い図書館にするために

・生活困窮者の実態と救済策、及び自殺予防政策について

・子育て環境の悪化による将来の見通しについて

・ウイズコロナの中で、発展する市政を求める

井上　茂

津田　賢伯

12月17日

平田　通子

秋山　かほる

荒川　昌佑

12月16日

小川　明仁

新藤　孝子

轟　信一

池田　達生

戸口　佐一

12月15日
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[令和２年第１回臨時会]

○市長提出議案に対する質疑

議員名 件名

秋山　かほる
議案第１号　工事請負契約の変更契約の締結について（本庁舎外壁・防水等改
修工事）

[令和２年３月定例会]

○市長提出議案に対する質疑

議員名 件名

鈴木　茂
議案第２５号　市長の給料及び副市長の給料の減額支給に関する条例の制定に
ついて

海老原　直矢 議案第３４号　公平委員会委員の選任について

荒川　昌佑
議案第３２号　専決処分の承認を求めることについて（平塚サッカー場改修工
事請負契約の一部変更）

議案第７号　令和２年度上尾市一般会計予算

議案第２３号　上尾市職員倫理条例の制定について

議案第７号　令和２年度上尾市一般会計予算

議案第３２号　専決処分の承認を求めることについて（平塚サッカー場改修工
事請負契約の一部変更）

議案第３号　平成３１年度上尾市一般会計補正予算（第８号）

議案第７号　令和２年度上尾市一般会計予算

議案第７号　令和２年度上尾市一般会計予算

議案第２８号　上尾市敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定について

小川　明仁 議案第３８号　副市長の選任について（石川稔氏）

○報告に対する質疑

議員名 件名

尾花　瑛仁 報告第１号　決算不認定に係る措置について

[令和２年６月定例会]

○市長提出議案に対する質疑　※追加提出議案があったため、質疑を２日間行っている。

議員名 件名

海老原　直矢
(6/11)

議案第５２号　上尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

戸口　佐一

◇  質        疑　◇
※質疑を行った順に掲載

戸野部　直乃

小川　明仁

平田　通子
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議案第４０号　令和２年度上尾市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第４８号　上尾市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第６０号　専決処分の承認を求めることについて（令和２年度上尾市一般
会計補正予算（第２号））

議案第４９号　上尾市文化センター条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５０号　上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定
について

議案第５１号　イコス上尾条例の一部を改正する条例の制定について

議案第３９号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第４号）

議案第４１号　市長等の給与の特例に関する条例の制定について

議案第６４号　財産の取得について（水槽付き消防ポンプ自動車）

議案第４９号　上尾市文化センター条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５０号　上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定
について

議案第５１号　イコス上尾条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５２号　上尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５３号　上尾市自然学習館条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５４号　上尾市バーベキュー場条例の一部を改正する条例の制定につい
て

議案第３９号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第４号）

議案第４２号　上尾市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

議案第４３号　上尾市税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４４号　上尾市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４７号　上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４８号　上尾市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４９号　上尾市文化センター条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５０号　上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定
について

議案第５１号　イコス上尾条例の一部を改正する条例の制定について

小川　明仁
(6/11)

井上　茂
(6/11)

尾花　瑛仁
(6/11)

轟　信一
(6/11)

秋山　かほる
(6/11)
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議案第５２号　上尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５３号　上尾市自然学習館条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５４号　上尾市バーベキュー場条例の一部を改正する条例の制定につい
て

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号）

議案第６８号　令和２年度上尾市水道事業会計補正予算（第１号）

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号）

議案第６８号　令和２年度上尾市水道事業会計補正予算（第１号）

鈴木　茂
(6/25)

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号）

小川　明仁
(6/25)

議案第６８号　令和２年度上尾市水道事業会計補正予算（第１号）

井上　智則
(6/25)

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号）

津田　賢伯
(6/25)

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号）

佐藤　恵理子
(6/25)

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号）

秋山　かほる
(6/25)

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号）

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号）

議案第６８号　令和２年度上尾市水道事業会計補正予算（第１号）

戸口　佐一
(6/25)

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号）

[令和２年９月定例会]

○市長提出議案に対する質疑　※追加提出議案があったため、質疑を２日間行っている。

議員名 件名

議案第７５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

議案第７７号　上尾市長等政治倫理条例の制定について

議案第８１号　町の区域を新たに画することに伴う関係条例の整理に関する条
例の制定について

議案第７７号　上尾市長等政治倫理条例の制定について

議案第８３号　工事請負契約の締結について(コミュニティセンター大規模改造
工事（建築工事））

議案第８４号　工事請負契約の締結について(コミュニティセンター大規模改造
工事（機械設備工事））

尾花　瑛仁
(6/25)

樋口　敦
(6/25)

轟　信一
(6/25)

樋口　敦
(9/4)

秋山　かほる
(6/11)

戸口　佐一
(9/4)
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戸口　佐一
(9/4)

議案第８５号　工事請負契約の締結について(コミュニティセンター大規模改造
工事（電気設備工事））

池田　達生
(9/4)

議案第７５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

小川　明仁
(9/4)

議案第７５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

議案第７５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

議案第７６号　令和２年度上尾市介護保険特別会計補正予算（第２号）

議案第８２号　工事請負契約の締結について(防災行政無線デジタル化更新工
事)

議案第８３号　工事請負契約の締結について(コミュニティセンター大規模改造
工事（建築工事））

議案第７５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

議案第７７号　上尾市長等政治倫理条例の制定について

原田　嘉明
(9/30)

議案第９４号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第７号）

海老原　直矢
(9/30)

議案第９４号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第７号）

戸口　佐一
(9/30)

議案第９４号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第７号）

[令和２年第２回臨時会]

○市長提出議案に対する質疑

議員名 件名

荒川　昌佑
議案第９６号　上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員
の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第９５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第８号）

議案第９７号　市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例
の制定について

議案第９５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第８号）

議案第９７号　市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例
の制定について

[令和２年１２月定例会]

○市長提出議案に対する質疑　※追加提出議案があったため、質疑を２日間行っている。

議員名 件名

諮問第３号　人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることにつ
いて（太幡和子氏）

諮問第４号　人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることにつ
いて（𠮷澤章子氏）

諮問第５号　人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることにつ
いて（山本敏雄氏）

津田　賢伯
(9/4)

秋山　かほる
(9/4)

轟　信一

秋山　かほる

海老原　直矢
(12/4)
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議案第１１１号　上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議共同設置規約に関する協
議について

議案第１１４号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾市文化セン
ター）

小川　明仁
(12/4)

議案第９８号 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第９号）

議案第９８号 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第９号）

議案第１０６号　上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基
準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１０８号　上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制
定について

議案第１０９号　上尾市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

議案第１１４号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾市文化セン
ター）

議案第１１５号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾市コミュニティ
センター）

議案第１１６号　公の施設の指定管理者の指定について（イコス上尾）

議案第１１７号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾市立養護老人
ホーム恵和園）

議案第１１８号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾市老人福祉セン
ターことぶき荘）

議案第１１９号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾市身体障害者福
祉センターふれあいハウス）

議案第１２０号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾市障害福祉サー
ビス事業所かしの木園）

議案第１２２号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾丸山公園、上尾
市自然学習館及び上尾市バーベキュー場）

田中　一崇
(12/17)

議案第１２４号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１０号）

秋山　かほる
(12/17)

議案第１２４号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１０号）

海老原　直矢
(12/17)

議案第１２４号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１０号）

戸口　佐一
(12/4)

秋山　かほる
(12/4)
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[令和２年第１回臨時会]

議員名 件名 賛成・反対

秋山　かほる
議案第１号　工事請負契約の変更契約の締結について（本庁舎外
壁・防水等改修工事）

反対

[令和２年３月定例会]

議員名 件名 賛成・反対

秋山　かほる 議案第７号　令和２年度上尾市一般会計予算 反対

前島　るり 議案第７号　令和２年度上尾市一般会計予算 賛成

議案第３号　平成３１年度上尾市一般会計補正予算（第８号） 反対

議案第７号　令和２年度上尾市一般会計予算 反対

議案第８号　令和２年度上尾市国民健康保険特別会計予算 反対

議案第１０号　令和２年度上尾市後期高齢者医療特別会計予算 反対

議案第２８号　上尾市敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定
について

反対

議案第２５号　市長の給料及び副市長の給料の減額支給に関する
条例の制定について

反対

議案第３２号　専決処分の承認を求めることについて（平塚サッ
カー場改修工事請負契約の一部変更）

反対

深山　孝
請願第２号　事務区長制度廃止に伴う広報等の配布を自治会に委
託することを求める請願

反対

小川　明仁 議案第３８号　副市長の選任について（石川稔氏） 賛成

[令和２年６月定例会]

議員名 件名 賛成・反対

議案第４２号　上尾市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

反対

議案第４８号　上尾市介護保険条例の一部を改正する条例の制定
について

反対

議案第４９号　上尾市文化センター条例の一部を改正する条例の
制定について

反対

議案第５０号　上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正す
る条例の制定について

反対

議案第５１号　イコス上尾条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

反対

議案第５２号　上尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定
について

反対

◇  討　　　　論　◇
※討論を行った順に掲載

平田　通子

津田　賢伯

秋山　かほる
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議案第５３号　上尾市自然学習館条例の一部を改正する条例の制
定について

反対

議案第５４号　上尾市バーベキュー場条例の一部を改正する条例
の制定について

反対

議案第６１号　専決処分の承認を求めることについて（令和２年
度上尾市一般会計補正予算（第３号））

反対

議案第４９号　上尾市文化センター条例の一部を改正する条例の
制定について

賛成

議案第５０号　上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正す
る条例の制定について

賛成

議案第５１号　イコス上尾条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

賛成

議案第５２号　上尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定
について

賛成

議案第５３号　上尾市自然学習館条例の一部を改正する条例の制
定について

賛成

議案第５４号　上尾市バーベキュー場条例の一部を改正する条例
の制定について

賛成

議案第５９号　専決処分の承認を求めることについて（令和２年
度上尾市一般会計補正予算（第１号））

賛成

議案第６１号　専決処分の承認を求めることについて（令和２年
度上尾市一般会計補正予算（第３号））

賛成

議案第３９号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第４号） 賛成

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号） 賛成

議案第６８号　令和２年度上尾市水道事業会計補正予算（第１
号）

賛成

議案第３９号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第４号） 賛成

議案第５９号　専決処分の承認を求めることについて（令和２年
度上尾市一般会計補正予算（第１号））

賛成

議案第６０号　専決処分の承認を求めることについて（令和２年
度上尾市一般会計補正予算（第２号））

賛成

議案第６１号　専決処分の承認を求めることについて（令和２年
度上尾市一般会計補正予算（第３号））

賛成

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号） 賛成

議案第６８号　令和２年度上尾市水道事業会計補正予算（第１
号）

賛成

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号） 賛成

議案第６８号　令和２年度上尾市水道事業会計補正予算（第１
号）

賛成

議案第６７号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第５号） 賛成

請願第３号　上尾市地域公共交通に関する請願 反対

田島　純

秋山　かほる

前島　るり

平田　通子

海老原　直矢

津田　賢伯
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荒川　昌佑 請願第３号　上尾市地域公共交通に関する請願 賛成

戸口　佐一 請願第３号　上尾市地域公共交通に関する請願 賛成

戸野部　直乃
請願第４号　上尾市におけるパートナーシップの認証制度（仮
称）および性的少数者に関する諸問題への取組みに関する請願

賛成

鈴木　茂
請願第４号　上尾市におけるパートナーシップの認証制度（仮
称）および性的少数者に関する諸問題への取組みに関する請願

賛成

[令和２年９月定例会]

議員名 件名 賛成・反対

議案第６９号　平成３１年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定
について

反対

議案第７５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第６号） 反対

議案第８３号　工事請負契約の締結について(コミュニティセン
ター大規模改造工事（建築工事））

反対

議案第８４号　工事請負契約の締結について(コミュニティセン
ター大規模改造工事（機械設備工事））

反対

議案第８５号　工事請負契約の締結について(コミュニティセン
ター大規模改造工事（電気設備工事））

反対

議案第６９号　平成３１年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定
について

賛成

議案第７０号　平成３１年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳
出決算の認定について

賛成

議案第７１号　平成３１年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決
算の認定について

賛成

議案第７２号　平成３１年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入
歳出決算の認定について

賛成

議案第７３号　平成３１年度上尾市水道事業会計決算の認定につ
いて

賛成

議案第７４号　平成３１年度上尾市公共下水道事業会計決算の認
定について

賛成

議案第７５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第６号） 賛成

議案第６９号　平成３１年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定
について

反対

議案第７０号　平成３１年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳
出決算の認定について

反対

議案第６９号　平成３１年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定
について

賛成

議案第７３号　平成３１年度上尾市水道事業会計決算の認定につ
いて

賛成

議案第７５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第６号） 賛成

議案第９４号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第７号） 賛成

秋山　かほる

矢口　豊人

平田　通子

星野　良行

前島　るり
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議案第７５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第６号） 賛成

議案第９４号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第７号） 賛成

海老原　直矢 議案第７７号　上尾市長等政治倫理条例の制定について 賛成

津田　賢伯 議案第７７号　上尾市長等政治倫理条例の制定について 賛成

戸口　佐一
議第１６号議案　地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める
意見書

反対

[令和２年第２回臨時会]

議員名 件名 賛成・反対

議案第９５号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第８号） 賛成

議案第９７号　市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を
改正する条例の制定について

賛成

[令和２年１２月定例会]

議員名 件名 賛成・反対

秋山　かほる 議案第９８号 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第９号） 反対

議案第１１４号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾市
文化センター）

賛成

議案第１１５号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾市
コミュニティセンター）

賛成

議案第１１６号　公の施設の指定管理者の指定について（イコス
上尾）

賛成

議案第１２２号　公の施設の指定管理者の指定について（上尾丸
山公園、上尾市自然学習館及び上尾市バーベキュー場）

賛成

議案第１２３号　公の施設の指定管理者の指定について（都市公
園（上尾丸山公園及び戸崎公園を除く。））

賛成

荒川　昌佑

池田　達生

津田　賢伯
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◇ 常任委員会等名簿 ◇ 
（令和２年１２月３１日現在） 

名             称 人員 議          員         名 

総 務 常 任 委 員 会            ８人 

◎新道 龍一 ○原田 嘉明 小川 明仁 

井上 智則 荒川 昌佑 深山 孝 

海老原 直矢 池田 達生  

文教経済常任委員会           ７人 

◎鈴木 茂 ○秋山 かほる 尾花 瑛仁 

矢口 豊人 前島 るり 平田 通子 

大室 尚   

都 市 整 備 消 防 

常 任 委 員 会 
７人 

◎井上 茂 ○戸口 佐一 津田 賢伯 

佐藤 恵理子 田中 一崇 星野 良行 

長沢 純   

健康福祉常任委員会 ８人 

◎新藤 孝子 ○戸野部 直乃 田島 純 

轟 信一 樋口 敦 渡辺 綱一 

道下 文男 浦和 三郎  

議 会 運 営 委 員 会           10人 

◎前島 るり ○海老原 直矢 尾花 瑛仁 

田中 一崇 荒川 昌佑 新藤 孝子 

星野 良行 池田 達生 道下 文男 

浦和 三郎   

議会改革特別委員会 10人 

◎尾花 瑛仁 ○鈴木 茂 原田 嘉明 

轟 信一 新道 龍一 小川 明仁 

井上 智則 樋口 敦 戸野部 直乃 

池田 達生   

議 会 報 編 集 委 員 会 ８人 

◎矢口 豊人 ○戸口 佐一 田島 純 

轟 信一 井上 智則 樋口 敦 

星野 良行 戸野部 直乃  

上 尾 、 桶 川 、 伊 奈 

衛 生 組 合 議 会 議 員 
 ５人 

渡辺 綱一 星野 良行 平田 通子 

道下 文男 井上 茂  

埼玉県都市競艇組合           

議 会 議 員           
 １人 大室 尚 
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◇ 会 派 名 簿 ◇ 
（令和２年１２月３１日現在） 

  会     派     名 人員 議          員         名 

政 策 フ ォ ー ラ ム 

・市民の声あげお 
７人 

◎浦和 三郎 樋口 敦 荒川 昌佑 

矢口 豊人 海老原 直矢 鈴木 茂 

井上 茂   

上 尾 同 志 会 ７人 

◎深山 孝 田島 純 原田 嘉明 

尾花 瑛仁 新道 龍一 田中 一崇 

渡辺 綱一   

日 本 共 産 党 

上 尾 市 議 団 
５人 

◎平田 通子 轟 信一 新藤 孝子 

戸口 佐一 池田 達生  

公明党上尾市議団 ５人 
◎道下 文男 井上 智則 戸野部 直乃 

前島 るり 長沢 純  

彩 の 会 ３人 ◎小川 明仁 星野 良行 大室 尚 

無 会 派 ３人 津田 賢伯 佐藤 恵理子 秋山 かほる 

                                                                         ◎は代表者 

 

◇  議  席  表 ◇ 
                                                          （令和２年１２月３１日現在） 

傍      聴      席 

 

 

  26 

大 室 

尚 

 27 

長 沢 

純 

28 

道 下 

文 男 

29 

浦 和 

三 郎 

30 

井 上 

茂 

    

17 

深 山 

孝 

18 

渡 辺 

綱 一 

19 

星 野 

良 行 

20 

戸野部 

直 乃 

21 

前 島 

る り 

22 

海老原 

直 矢 

23 

鈴 木 

茂 

 

 

24 

池 田 

達 生 

25 

平 田 

通 子 

７ 

新 道 

龍 一 

８ 

田 中 

一 崇 

９ 

小 川 

明 仁 

10 

井 上 

智 則 

11 

樋 口 

敦 

12 

荒 川 

昌 佑 

13 

矢 口 

豊 人 

14 

秋 山 

かほる 

15  

新 藤 

孝 子 

16 

戸 口 

佐 一 

１ 

田 島 

純 

２ 

原 田 

嘉 明 

３ 

尾 花 

瑛 仁 

    ４ 

津 田 

賢 伯 

５ 

佐 藤 

恵理子 

６ 

轟 

信 一 

 

演  壇  席 

 

議  長  席 

 

対面演壇席 



［令和2年12月31日現在］

◎議長　大室　尚　○副議長　長沢　純

議席 氏　名 年　齢 住　               　所 会　　　　　　派 電話番号
当選
回数

1 田島　純 49 小泉3-21-30 上尾同志会 708-6339 1

2 原田　嘉明 56 大字小敷谷322 上尾同志会 725-2575 1

3 尾花　瑛仁 37 仲町1-5-7 上尾同志会 773-7033 2

4 津田　賢伯 45 小泉4-13-7
　プレジール光103 無会派 090-3286-7192 1

5 佐藤　恵理子 34 ※本人の都合により、
　掲載できません。 無会派 080-5909-1472 1

6 轟　信一 51 大字小敷谷77-1
　西上尾第二団地2-18-101 日本共産党上尾市議団 781-7379 1

7 新道　龍一 36 上平中央2-3-26 上尾同志会 783-4625 2

8 田中　一崇 38 西宮下1-62 上尾同志会 771-3228 2

9 小川　明仁 47 本町5-15-4 彩の会 774-5239 3

10 井上　智則 44 大字平塚2384-34 公明党上尾市議団 677-1894 1

11 樋口　敦 40 緑丘1-2-19 政策フォーラム・市民の声あげお 877-3985 1

12 荒川　昌佑 32 小泉2-4-4
　リヴェールⅢ-102 政策フォーラム・市民の声あげお 715-1640 1

13 矢口　豊人 41 上町2-4-9-6 政策フォーラム・市民の声あげお 871-9527 1

14 秋山　かほる 65 大字平方領々家547 無会派 781-6414 5

15 新藤　孝子 65 大字原市1097-5 日本共産党上尾市議団 723-0724 2

16 戸口　佐一 70 大字原市3336
　原市団地4-7-405 日本共産党上尾市議団 722-5550 2

17 深山　孝 64 大字上1774-7 上尾同志会 776-0575 5

18 渡辺　綱一 69 大字瓦葺713 上尾同志会 723-3938 4

19 星野　良行 58 大字原市23-1 彩の会 721-3221 3

20 戸野部　直乃 47 富士見2-18-21 公明党上尾市議団 775-8433 2

21 前島　るり 64 本町6-3-26-6 公明党上尾市議団 776-6909 3

22 海老原　直矢 33 原市北1-14-9 政策フォーラム・市民の声あげお 716-7323 2

23 鈴木　茂 65 浅間台2-18-3 政策フォーラム・
市民の声あげお 771-7656 3

24 池田　達生 73 大字地頭方448-22 日本共産党上尾市議団 781-9824 2

25 平田　通子 64 大字瓦葺1978-2 日本共産党上尾市議団 723-0512 3

26 大室　尚 59 柏座4-11-16 彩の会 776-2980 3

27 長沢　純 63 大字瓦葺2826-1
　コスモ東大宮202 公明党上尾市議団 721-7561 4

28 道下　文男 62 中妻5-24-26 公明党上尾市議団 775-7907 5

29 浦和　三郎 71 向山5-14-15 政策フォーラム・
市民の声あげお 726-3086 3

30 井上　茂 68 東町2-4-11 政策フォーラム・
市民の声あげお 773-3436 4

◇　議  員  名  簿　◇
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