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令和３年１２月定例会の会期が 

令和４年１月２５日となったため、 

同日までの議会活動を掲載しています。 
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1　議会の会議状況
（１）本会議・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 ― ― ― ― ―

3月定例会 24人 1日 1日 1日 1日

第2回臨時会 ― ― ― ― ―

6月定例会 24人 1日 1日 1日 1日

9月定例会 24人 3日 2日 1日 1日

第3回臨時会 ― ― ― ― ―

12月定例会 21人 1日 1日 1日 1日

　合　　計 93人 6日 5日 4日 4日

（２）傍聴人数 ※報道関係者を除く

第1回臨時会

3月定例会

第2回臨時会

6月定例会

9月定例会

第3回臨時会

12月定例会

閉会中

合     計

（３）－１議案等件数

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 その他

第1回臨時会 1 1 2 2

3月定例会 28 11 1 7 5 52 1 2 2 3 60

第2回臨時会 1 1 1 3 3

6月定例会 3 4 3 3 1 2 2 18 6 1 25

9月定例会 6 5 6 1 1 7 26 3 1 4 34

第3回臨時会 2 2 2 6 6

12月定例会 6 5 1 6 1 19 3 22

合     計 45 29 6 5 12 5 21 3 126 1 0 0 2 14 1 8 152

（３）－２議決結果

可決
修正
可決

否決 認定 不認定 同意 承認 答申 採択 不採択 撤回
継続
審査

審議
未了

第1回臨時会 1 1

3月定例会 46 1 2 7 1 1 2

第2回臨時会 2 1

6月定例会 16 3 3 1 2 1 1

9月定例会 21 2 6 1 4

第3回臨時会 4 2

12月定例会 17 3 1 1 4

合　  計 107 1 10 6 0 12 5 3 5 2 1 2 0 4

一般
質問
者数

委員会日数(会期中)

2月8日 2月8日 1日 1日 01時間42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

2月19日 3月23日 33日 8日 28時間37分

4月23日 4月23日 1日 1日 00時間27分

6月8日 6月28日 21日 8日 24時間46分

8月30日 9月30日 32日 8日 26時間11分

       区分

会議名
本会議

常　　任　　委　　員　　会
議会運営
委員会

11月29日 11月29日 1日 1日 01時間21分

12月27日 1月25日 30日 9日 22時間16分

合   計
総務 文教経済

都市整備
消防

健康福祉

― ― 119日 36日 105時間20分

5人

140人 6人 9人 2人 2人 1人 160人

5人 ― ― ― ― ―

0人

120人 2人 5人 2人 1人 0人 130人

0人 ― ― ― ― 0人

139人

2人 ― ― ― ― 0人 2人

123人 2人 10人 2人 2人 0人

133人

― 2人 0人 0人 2人 0人 4人

129人 1人 1人 1人 1人 0人

合
 
計

       区分

会議名

議　　　決　　　結　　　果
選挙
・

選任

573人

   　　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

519人 13人 25人 7人 8人 1人
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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

4月26日 総合防災訓練の報告と今後の展開について

5月17日 公共施設マネジメントの上平地区複合施設について

5月28日 公共施設マネジメントの上平地区複合施設について

7月20日 総合防災訓練の内容について

11月10日 総合防災訓練の結果報告

文 教 経 済 常 任 委 員 会 10月26日 コロナ禍における市内商工業者の状況について

4月14日 消防広域化について

5月12日 消防における防災体験について

10月20日 第二産業道路について

4月9日 新型コロナウイルスワクチン接種について

7月20日 ワクチン接種の進捗状況と今後のスケジュールについて

10月1日 保育所等の施設のコロナ対策について

12月2日 子どもの貧困対策について

（５）特別委員会

委　員　会　名 月  日 審査内容

2月25日 ・正副委員長の互選

2月26日 ・決算特別委員会からの提言確認、部局別審査（総務関係）

3月1日 ・部局別審査（総務・健康福祉関係）

3月2日 ・部局別審査（健康福祉・文教経済関係）

3月3日 ・部局別審査（都市整備消防・文教経済関係）

3月9日 ・総括質疑、討論、採決

9月2日 ・正副委員長の互選

9月8日 ・部局別審査（歳入・総務関係）

9月9日 ・部局別審査（健康福祉関係）

9月10日 ・部局別審査（文教経済関係）

9月13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14日 ・部局別審査（財産・特別会計（国保・介護・後期高齢））

9月15日 ・討論、採決、提言まとめ

・協議事項の概要説明

・今後の進め方

・議会改革に対する意見

・各会派からの協議事項に関する意見

・今後の進め方

・ＰＣ持ち込みに関するルール

・ＰＣ持ち込みに関するルール

・今後の進め方

5月7日

7月7日

8月19日

総 務 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

議 会 改 革 特 別 委 員 会
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・ＰＣ持ち込みに関するルールについて

・議会基本条例制定のスケジュール案について

・議会基本条例制定に向けた基本的な考え方について

・「議会基本条例の骨子の議論の進め方」について

・「議員間討議」の論点について

・議会のＢＣＰについて

・ＰＣ持ち込みに関するルールについて

・議会基本条例を作る目的、あり方について

・「議員間討議」の論点について

・議会のＢＣＰについて

・議会基本条例について

・議員間討議について

・議会報告会について

・外部サポートについて

・議会のＢＣＰについて

6月28日 ・正副委員長の互選

・地域説明会の結果及び今後のスケジュールについて

・次回の委員会について

・参考人招致について

・学校施設更新計画と公共施設マネジメントの関係性について

・次回の委員会について

・上尾市の教育の方向性について

・次回の委員会について

・学校施設更新に関連する諸課題について

・計画見直しの方向性について

・今後の委員会について

・次回の委員会について

・上尾市学校施設更新計画基本計画の見直しに対する提言（案）につ
いて

・今後の委員会について

令和4年
1月6日

・上尾市学校施設更新計画基本計画の見直しに対する提言書について

（６）議会運営委員会

回 月  日 協議内容

・議会運営委員会の協議事項

・議案関連資料の公開

・タブレット端末

・行政視察

・令和３年第１回臨時会の会期・日程等

・新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた臨時会の運営

10月6日

11月9日

12月8日

議 会 改 革 特 別 委 員 会

8月23日

10月7日

10月12日

11月8日

11月22日

上 尾 市 学 校 施 設
更 新 計 画 基 本 計 画
調 査 特 別 委 員 会

2月2日第2回

第1回 1月9日
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・第６次上尾市総合計画基本構想の審議方法

・全員協議会の開催

・予算特別委員会の会場

・予算特別委員会の資料請求

・開会日冒頭の議長あいさつの簡略化

第3回 2月3日 ・全員協議会の開催

・本日の日程

・全員協議会

・令和３年３月定例会の会期予定

・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・要望

・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

・予算特別委員会

・全員協議会の開催

・タブレット端末の導入

・標準市議会会議規則の一部改正

・本日の日程

・欠席事由に係る会議規則の一部改正

・本日の日程

・全員協議会の代表質問の順番

・追加議案

・議会ＩＣＴ推進事業

・予算特別委員会総括質疑の執行部の入替え

・３月１１日の議席

第9回 3月12日 ・企業の定義（上尾市議会議員政治倫理条例）

・追加議案（議案第５４号）の委員会付託

・本日の日程

・政治倫理審査会への諮問の要望書

第11回 3月18日 ・政治倫理審査会への諮問の要望書

・本日の日程

・議員提出議案及び委員会提出議案

・演壇の消毒

・タブレットの体験会

第13回 3月23日 ・継続審査に係る討論

・本日の日程

・議員提出議案及び委員会提出議案

・議会運営委員会及び各常任委員会所管事務調査（閉会中の特定事
件）

2月2日第2回

第5回 2月16日

第6回 2月19日

第7回 2月25日

第4回 2月8日

第8回 3月5日

第10回 3月18日

第12回 3月23日

3月23日第14回
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・６月定例会会期予定表

・タブレット

・テレビ局の取材

第15回 4月12日 ・タブレット端末の導入

・令和３年第２回臨時会の会期予定

・新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた臨時会の運営

第17回 4月23日 ・本日の日程

・令和３年６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感染拡大防止に向けた本会議及び委員会運営

・タブレット端末使用基準

・議会運営委員会の協議事項

第19回 6月8日 ・本日の日程

第20回 6月11日 ・本日の日程

・追加議案

・本日の日程

・本日の日程

・議員提出議案

第23回 6月28日 ・本日の日程

・本日の日程

・議員提出議案

・行政視察

・令和３年９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感染拡大防止に向けた本会議及び委員会運営

・令和３年度決算特別委員会実施要領の改正

・上尾市議会会議システム及びタブレット端末使用基準（案）

・議会運営委員会の協議事項

第26回 8月30日 ・本日の日程

第27回 9月2日 ・本日の日程

第28回 9月17日 ・本日の日程

・追加議案

・本日の日程

第30回 9月22日 ・追加議案

第31回 9月27日 ・本日の日程

第32回 9月30日 ・本日の日程

第22回 6月28日

第24回 6月28日

第25回 8月25日

第29回

第21回 6月21日

第16回 4月16日

第18回 6月3日

3月23日第14回

9月22日
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第33回 9月30日 ・本日の日程

・令和３年第３回臨時会の会期予定

・本会議の感染防止対策

・陳情・要望

第35回 11月29日 ・本日の日程

・令和３年１２月定例会の会期予定

・市長提出議案の委員会付託

・議員提出議案

・陳情・要望

・本会議及び委員会の運営

・上尾市議会会議システム及びタブレット端末使用基準（案）

・議会運営委員会の協議事項

第37回 12月27日 ・本日の日程

・本日の日程

・一般質問の取下げ

第2回 1月13日 ・本会議のコロナ対策

第3回 1月13日 ・本会議のコロナ対策

・上尾市議会会議システム及びタブレット端末使用基準（案）

・議会運営委員会の協議事項

・追加提出議案

・本日の日程

第6回 1月24日 ・本日の日程

第7回 1月24日 ・本日の日程

第8回 1月24日 ・本日の日程

第9回 1月24日 ・正副委員長の互選

第10回 1月24日 ・本日の日程

第11回 1月25日 ・本日の日程

（７）各会派代表者会議 

回 月   日 協議内容

＜議会側協議・報告＞

1 緊急事態宣言が発出された場合の議員研修会（２月１日）の開催に
ついて

2 令和３年　第１回臨時会について

3 その他

①議員クラブ費からの支出について

＜担当部説明・報告＞

1 令和３年　第１回臨時会について

2 上平地区複合施設基本構想（案）への市民コメント結果について

3 学校施設更新計画について

4 屋内５０ｍ水泳場及びスポーツ科学拠点施設の誘致について

第36回 12月22日

令和4年
第1回

令和4年
1月13日

第4回 1月19日

第34回 11月22日

第5回 1月24日

1月21日第2回

第1回 1月7日
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5 全員協議会（令和2年12月23日）における法務監の発言について

＜議会側協議・報告＞

1 議長公用車のＧＰＳ導入について

2 リモート会議について

3 その他

①上尾市長等政治倫理条例について

②県道川越上尾線以南の大字壱丁目の町名変更について

③臨時会の執行部の出席について

④２月７日開催の災害対策本部設置訓練について

⑤２月１日開催の議員研修会について

＜担当部説明・報告＞

1 上尾市長等政治倫理条例について

2 県道川越上尾線以南の大字壱丁目の町名変更について

＜議会側協議・報告＞

1 第６次上尾市総合計画基本構想の審議方法について

2 第１回臨時会前 全議員説明会（２月２日開催）の席次表について

＜議会側協議・報告＞

1 全員協議会について

＜議会側協議・報告＞

1 全員協議会の議題に対する今後の議会対応について

＜担当部説明・報告＞

1 上尾市パートナーシップ宣誓制度について

2 指名競争入札に関する調査報告

＜議会側協議・報告＞

1 ３月定例会前 全議員説明会について

＜議会側協議・報告＞

1 全員協議会(２月２５日開催)における質疑について

＜執行部説明・報告＞

1 追加提出議案について

＜議会側協議・報告＞

1 指名競争入札に係る今後の対応について

2 その他

①議員クラブ費からの支出について

＜議会側協議・報告＞

1 令和３年度議会費予算案について

＜執行部説明・報告＞

1 上平地区複合施設基本構想について

＜議会側協議・報告＞

1 指名競争入札に係る各会派からの提言・意見について

＜執行部説明・報告＞

1 諸報告及び諸行事について

第4回 2月3日

第10回 3月8日

第11回 3月16日

3月22日第12回

第3回 1月28日

1月21日第2回

第9回 3月4日

第7回 2月16日

第8回 3月4日

第5回 2月8日

第6回 2月12日
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＜担当部説明・報告＞

1 指名競争入札の課題対応報告

2 新型コロナウイルスワクチン接種について

3 中学校給食における食中毒の発生について

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案について

2 その他

①団体定期保険（全国市議会議長会）の契約更新について

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案の賛否状況について

＜執行部説明・報告＞

1 障害福祉サービス事業所「すまいるラボ」の経過報告について

2 屋内５０メートル水泳場およびスポーツ科学拠点施設について

＜議会側協議・報告＞

1 小敷谷地内フェンスブロック擁壁撤去・新設工事における処分結果
（不起訴処分）について

2 臨時会について

3 その他

①人事異動に伴う新任課長以上の紹介について

②議会閉会後における各会派への執行部あいさつについて

③議員証について

＜議会側協議・報告＞

1 議会閉会後における執行部のあいさつについて

2 新型コロナウイルス感染症対策の更なる徹底について

3 クールビズについて

＜執行部説明・報告＞

1 子育て世帯生活支援特別給付金に係る補正予算について

2 新型コロナウイルスワクチン接種について

3 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援金等について

＜議会側協議・報告＞

1 小敷谷地内フェンスブロック擁壁撤去・新設工事における処分結果
（不起訴処分）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）に
ついて

＜議会側協議・報告＞

６月定例会前 全議員説明会について

その他

①小敷谷地内フェンスブロック擁壁撤去・新設工事における処分結
果（不起訴処分）について

②行政視察について

＜議会側協議・報告＞

1 全員協議会の開催について

第17回

第18回

3月22日第12回

第13回 3月23日

第14回 4月12日

6月1日

第16回 5月18日

第15回 4月23日

6月18日
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＜議会側協議・報告＞

1 池野和己教育長の議場における陳謝を求める要望書について

＜議会側協議・報告＞

1 池野和己教育長の議場における陳謝を求める要望書について

＜執行部説明・報告＞

1 諸報告及び諸行事について

＜担当部説明・報告＞

1 Ｗeb版上尾市洪水ハザードマップの公開について及び令和３年度上
尾市避難所開設訓練の実施について

2 平方地区の荒川堤防事業について

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案について

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）に
ついて

3 小敷谷地内フェンスブロック擁壁撤去・新設工事における処分結果
（不起訴処分）に対する今後の対応について

4 令和３年決算特別委員会委員（案）について

5 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

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案の調整について

2 上尾市学校施設更新計画基本計画調査特別委員会について

＜議会側協議・報告＞

1 上尾市学校施設更新計画基本計画調査特別委員会について

＜議会側協議・報告＞

1 ９月定例会前 全議員説明会について

2 「広報あげお」・「あげお議会だより」の配布漏れについて

3 その他

①小敷谷地内フェンスブロック擁壁撤去・新設工事における処分結
果（不起訴処分）に対する今後の対応について

②コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め
る意見書の提出について（全国市議会議長会）

③議員証について

＜執行部説明・報告＞

1 追加提出議案について

＜議会側協議・報告＞

1 追加提出議案スケジュール（案）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）に
ついて

3 小敷谷地内フェンスブロック擁壁撤去・新設工事における処分結果
（不起訴処分）に対する審査申立てについて

4 令和４年度議会費当初予算について

5 議員証について

＜執行部説明・報告＞

1 諸報告及び諸行事について
9月29日第26回

第25回 9月21日

第23回 6月28日

第24回 8月23日

第22回

第19回 6月22日

6月28日

第20回 6月22日

第21回 6月25日
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＜担当部説明・報告＞

1 上尾市スポーツ都市宣言の改正について

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案について

2 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）の選挙結果について

3 令和４年度議会費当初予算について

4 議員証について

＜議会側協議・報告＞

1 深山孝議員の辞職願について

2 議員提出議案の調整について

＜議会側協議・報告＞

1 新型コロナウイルスワクチン接種事業（３回目）に係る補正予算の
専決処分について

＜担当部説明・報告＞

1 上尾・伊奈広域ごみ処理基本計画の策定に係るスケジュール等につ
いて

＜議会側協議・報告＞

1 補欠選挙に伴う新任議員の議席、所属する常任委員会及び特別委員
会について

＜議会側協議・報告＞

1 行政視察費について

＜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 その他

①各常任委員会等委員、一部事務組合議会議員及び附属機関（審議
会）等委員の選出について

②議席について

③後期高齢者医療広域連合議会議員選挙（市長区分）の結果につい
て

④議員研修会について

＜議会側協議・報告＞

1 議員研修会について

2 「上尾市議会災害発生時の対応要領」及び「上尾市議会災害発生時
対応マニュアル」の廃止について

＜議会側協議・報告＞

1 消防出初式への出席者について

＜議会側協議・報告＞

1 議員研修会について

2 行政視察について

＜執行部説明・報告＞

1 各会派代表者会議報告事項について

＜担当部説明・報告＞

1 道路課と河川課を新たな２課に再編成することについて

2 上尾市民球場のネーミングライツ事業による企業募集結果について

第26回 9月29日

第28回 10月22日

第29回 11月22日

第27回 9月30日

第30回 11月29日

第31回 12月20日

1月21日第3回

令和4年
第1回

令和4年
1月13日

第2回 1月14日

第32回 12月27日
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3 上尾市スポーツ都市宣言の改正について

4 原市集会所の耐震補強工事に伴う休所について

＜議会側協議・報告＞

1 議員提出議案について

2 各常任委員会等委員、一部事務組合議会議員及び附属機関（審議
会）等委員の選出について

＜議会側協議・報告＞

1 議長の辞職について

＜議会側協議・報告＞

1 副議長の辞職について

＜議会側協議・報告＞

1 各常任委員会等委員、一部事務組合議会議員及び附属機関（審議
会）等委員の選出について

＜議会側協議・報告＞

1 議員研修会について

（８）議会報編集委員会

月  日

1月19日

3月23日

4月16日

6月28日

7月16日

9月30日

10月7日

11月18日

令和4年1月24日

1月25日

（９）全員協議会

月  日 出席者数 協議内容

2月3日 30 指名競争入札について

2月8日 30 指名競争入札について

2月25日 30 指名競争入札について

6月24日 30 上尾市学校施設更新計画基本計画について

9月16日 29 損害賠償請求事件（栄電業㈱）に係る判決について

（１０）委員長会議

※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。

・第201号（令和３年１２月定例会）の掲載内容

・正副委員長の互選

・第200号（令和３年９月定例会）の修正箇所

・第200号（令和３年９月定例会）の掲載内容

・第200号（令和３年９月定例会）の掲載内容

・第199号（令和３年第２回臨時会・令和３年６月定例会）の修正箇所

・第199号（令和３年第２回臨時会・令和３年６月定例会）の掲載内容

・第198号（令和３年第１回臨時会・令和３年３月定例会）の修正箇所

・第198号（令和３年第１回臨時会・令和３年３月定例会）の掲載内容

・第197号（令和２年１２月定例会）の修正箇所

協議内容

第7回 1月24日

第5回 1月24日

第6回 1月24日

第4回 1月24日

1月21日第3回
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（１１）全議員説明会

月  日 出席者数 協議内容

＜執行部説明・報告＞

1 第１回臨時会提出議案について

＜執行部説明・報告＞

1 ３月定例会提出議案、諸報告及び諸行事について

＜議会側協議・報告＞

1 ３月定例会の会期、日程案について

2 令和３年度当初予算の議会費について

3 その他

①防犯カメラの設置について

＜執行部説明・報告＞

1 令和３年上尾市議会第２回臨時会提出議案について

＜議会側協議・報告＞

1 令和３年上尾市議会第２回臨時会の会期予定について

＜新任管理職員の紹介＞

1 令和３年４月１日付人事異動に伴う新任管理職員の紹介について

＜執行部説明・報告＞

1 ６月定例会提出議案、諸報告及び諸行事について

＜担当部説明・報告＞

1 損害賠償命令等請求事件に係る判決について

＜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埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の結果について

②埼玉県市議会第５区議長会議員研修会(８月６日､北本市)の開催中
止について

③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＞

1 ９月定例会提出議案、諸報告及び諸行事について

＜担当部説明・報告＞

1 自宅療養者への支援について

2 「上尾市ＩＣＴ化推進計画」の検討状況について

3 「上尾市国土強靭化地域計画」の検討状況について

4 公契約に係る労働環境の確認について

5 大石保育所の耐震診断結果による今後の対応について

6 専決処分の報告について

＜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

2月2日 30人

6月1日 30人

4月16日 30人

2月12日 30人

30人8月23日
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4 埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙（市長区分）の結果に
ついて

5 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
実施について

6 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）の実施について

7 ９月補正予算の議会費について

＜担当部説明・報告＞

1 「上尾市西貝塚環境センター長寿命化総合計画」の策定並びに基幹
的設備改良工事及び管理運営の方針について

2 「上尾市子どもの貧困対策計画」の策定について

3 戸崎公園北側未利用地に係る戸崎地区住民への公園整備に関するア
ンケート結果報告について

4 都市計画法改正と開発許可見直しについて

5 上尾市立平方幼稚園の園児募集の停止について

＜執行部説明・報告＞

1 令和３年上尾市議会 第３回臨時会提出議案について

＜議会側協議・報告＞

1 令和３年上尾市議会 第３回臨時会の会期予定について

＜担当部説明・報告＞

1 上尾・伊奈広域ごみ処理基本計画（素案）について

＜執行部説明・報告＞

1 １２月定例会提出議案、諸報告及び諸行事について

＜担当部説明・報告＞

1 「上尾市ＩＣＴ化推進計画（案）」について

2 「上尾市国土強靭化地域計画（案）」について

3 「上尾市地域防災計画（案）」について（総務部）

4 「上尾・伊奈広域ごみ処理基本計画（案）」について

5 戸崎公園北側未利用地の公園整備に関する、市民へのご意見の募集
について〈アンケート結果の報告〉

＜議会側協議・報告＞

1 １２月定例会の会期・予定について

2 議会改革特別委員会からの報告（議会ＢＣＰの策定）について

（１２）議員研修会

月  日 出席者数 テーマ

2月1日 29人

令和２年度上尾市議会議員研修会
「自治体の予算審議・決算審査のポイント」
　講師　明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授　兼村　高文　
氏

8月30日 30人

30人8月23日

11月29日 30人

12月20日 30人

11月22日 28人
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（１３）新型コロナウイルス対策支援本部

回 月   日 協議内容

第1回 1月7日 1 市対策本部会議結果について

第2回 2月12日 1 市対策本部会議結果について

1 緊急事態宣言解除後における本会議運営について

2 全議員説明会の運営について

第4回 8月23日 1 市対策本部会議結果について

第5回 9月30日 1 市対策本部会議結果について

1 市対策本部会議結果について

2 全議員説明会の運営について

・新型コロナウイルス感染症対策の更なる徹底について（注意喚
起）

令和4年
第1回

令和4年
1月21日

第3回 4月12日
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（１）条例（４５件）

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

14
上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

2月19日 健康福祉 3月23日 可決

15
上尾市公の施設の指定管理者候補者選定委員会条例の制定
について

2月19日 総務 3月23日 可決

16 上尾市幼児教育推進協議会条例の制定について 2月19日 文教経済 3月23日 可決

17 上尾市就学支援委員会条例の制定について 2月19日 文教経済 3月23日 可決

18
上尾の摘田・畑作用具保存活用検討委員会条例の制定につ
いて

2月19日 文教経済 3月23日 可決

19
上尾市会計年度任用職員の報酬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19日 総務 3月23日 可決

20
上尾市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

2月19日 総務 3月23日 可決

21
上尾市職員の服務の宣誓に関する条例及び学校職員の服務
の宣誓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19日 総務 3月23日 可決

22
上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部を改正する条例の制定について

2月19日 総務 3月23日 可決

23
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための関係条
例の整備に関する条例の制定について

2月19日 総務 3月23日 可決

24
市長の給料及び教育委員会教育長の給料の減額支給に関す
る条例の制定について

2月19日 総務 3月23日 可決

25
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

2月19日 総務 3月23日 可決

26
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

2月19日
都市整備

消防
3月23日 可決

27
上尾市建築基準法等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

2月19日
都市整備

消防
3月23日 可決

28

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

2月19日
都市整備

消防
3月23日 可決

29
上尾市国民健康保険出産費資金貸付事業条例を廃止する条
例の制定について

2月19日 健康福祉 3月23日 可決

30
上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

2月19日 健康福祉 3月23日 可決

２　議決事件の概要

[令和３年３月定例会]
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31
上尾市一般廃棄物処理施設建設基金条例の一部を改正する
条例の制定について

2月19日 文教経済 3月23日 可決

32
上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい
て

2月19日 文教経済 6月28日 否決

33 上尾市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 2月19日 健康福祉 3月23日 可決

34
上尾市要介護高齢者手当支給条例の一部を改正する条例の
制定について

2月19日 健康福祉 3月23日 可決

35 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 2月19日 健康福祉 3月23日 可決

36
上尾市介護予防・生活支援サービス事業手数料条例を廃止
する条例の制定について

2月19日 健康福祉 3月23日 可決

37
上尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制
定について

2月19日 健康福祉 3月23日 可決

38
上尾市墓地等の経営の許可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19日 文教経済 3月23日 可決

39 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 2月19日
都市整備

消防
3月23日 可決

40
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19日
都市整備

消防
3月23日 可決

41
上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

2月19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

61
押印等を求める行政手続の見直しに伴う関係条例の整備に
関する条例の制定について

6月8日 総務 6月28日 可決

62
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28日 可決

63
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

6月8日
都市整備

消防
6月28日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

84
上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

8月30日 健康福祉 9月30日 可決

85 上尾市税条例の一部を改正する条例の制定について 8月30日 総務 9月30日 可決

[令和３年６月定例会]

[令和３年９月定例会]
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86
上尾市手数料徴収条例等の一部を改正する条例の制定につ
いて

8月30日 総務 9月30日 可決

87 企業版ふるさとあげお応援基金条例の制定について 8月30日 総務 9月30日 可決

88

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

8月30日 健康福祉 9月30日 可決

89
上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

8月30日 健康福祉 9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

101
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29日 付託省略 11月29日 可決

102
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29日 付託省略 11月29日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

106
上尾市ストーカー行為等の被害者等に係る住民基本台帳の
一部の写し等の交付の制限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27日 総務 1月24日 可決

107
上尾市西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業
事業者選定委員会条例の制定について

12月27日 文教経済 1月24日 可決

108
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27日 健康福祉 1月24日 可決

109
上尾市長期優良住宅の普及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

12月27日
都市整備

消防
1月24日 可決

110
上尾市土砂等のたい積の規制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27日 文教経済 1月24日 可決

111
上尾市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について

12月27日
都市整備

消防
1月24日 可決

（２）予算（２９件）

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

1 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１２号） 2月8日 付託省略 2月8日 可決

[令和３年第１回臨時会]

[令和３年第３回臨時会]

[令和３年１２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

3 令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１３号） 2月19日 各委員会 3月23日 可決

4
令和２年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算（第３
号）

2月19日 健康福祉 3月23日 可決

5 令和２年度上尾市介護保険特別会計補正予算（第４号） 2月19日 健康福祉 3月23日 可決

6
令和２年度上尾市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）

2月19日 健康福祉 3月23日 可決

7 令和２年度上尾市水道事業会計補正予算（第３号） 2月19日
都市整備

消防
3月23日 可決

8 令和３年度上尾市一般会計予算 2月19日 予算 3月23日 修正可決

9 令和３年度上尾市国民健康保険特別会計予算 2月19日 健康福祉 3月23日 可決

10 令和３年度上尾市介護保険特別会計予算 2月19日 健康福祉 3月23日 可決

11 令和３年度上尾市後期高齢者医療特別会計予算 2月19日 健康福祉 3月23日 可決

12 令和３年度上尾市水道事業会計予算 2月19日
都市整備

消防
3月23日 可決

13 令和３年度上尾市公共下水道事業会計予算 2月19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

55 令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１号） 4月23日 付託省略 4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

58 令和３年度上尾市一般会計補正予算（第３号） 6月8日 各委員会 6月28日 可決

59
令和３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28日 可決

60 令和３年度上尾市水道事業会計補正予算（第１号） 6月8日
都市整備

消防
6月28日 可決

[令和３年３月定例会]

[令和３年第２回臨時会]

[令和３年６月定例会]
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73 令和３年度上尾市一般会計補正予算（第４号） 6月21日 付託省略 6月28日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

80 令和３年度上尾市一般会計補正予算（第５号） 8月30日 各委員会 9月17日 否決

81 令和３年度上尾市一般会計補正予算（第６号） 8月30日 各委員会 9月30日 可決

82
令和３年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算（第２
号）

8月30日 健康福祉 9月30日 可決

83 令和３年度上尾市介護保険特別会計補正予算（第１号） 8月30日 健康福祉 9月30日 可決

98 令和３年度上尾市一般会計補正予算（第７号） 9月22日 各委員会 9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

100 令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１０号） 11月29日 付託省略 11月29日 可決

105 令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１１号） 11月29日 付託省略 11月29日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

118 令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１２号） 12月27日 各委員会 1月13日 可決

119
令和３年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算（第３
号）

12月27日 健康福祉 1月13日 可決

120
令和３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27日 健康福祉 1月13日 可決

121 令和３年度上尾市水道事業会計補正予算（第２号） 12月27日
都市整備

消防
1月13日 可決

122 令和３年度上尾市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 12月27日
都市整備

消防
1月13日 可決

[令和３年９月定例会]

[令和３年第３回臨時会]

[令和３年１２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

74 令和２年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定について 8月30日 決算 9月30日 認定

75
令和２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

8月30日 決算 9月30日 認定

76
令和２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

8月30日 決算 9月30日 認定

77
令和２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

8月30日 決算 9月30日 認定

78 令和２年度上尾市水道事業会計決算の認定について 8月30日 決算 9月30日 認定

79 令和２年度上尾市公共下水道事業会計決算の認定について 8月30日 決算 9月30日 認定

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

53
工事請負契約の締結について【粗大ごみ処理施設火災復旧
工事】

2月19日 付託省略 2月19日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

64
工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援
複合施設建設工事（建築工事）】

6月8日 健康福祉 6月28日 可決

65
工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援
複合施設建設工事（電気設備工事）】

6月8日 健康福祉 6月28日 可決

66
工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援
複合施設建設工事（機械設備工事）】

6月8日 健康福祉 6月28日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

90
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】

8月30日
都市整備

消防
9月30日 可決

[令和３年９月定例会]

（３）決算（６件）

［令和３年９月定例会］

（４）契約（５件）

[令和３年３月定例会]

[令和３年６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

46 公平委員会委員の選任について【福地輝久氏】 2月19日 付託省略 3月23日 同意

47 教育委員会委員の任命について【谷島大氏】 2月19日 付託省略 3月23日 同意

48 政治倫理審査会委員の委嘱について【三角元子氏】 2月19日 付託省略 3月23日 同意

49 政治倫理審査会委員の委嘱について【関根貴生氏】 2月19日 付託省略 3月23日 同意

50 政治倫理審査会委員の委嘱について【船川喜正氏】 2月19日 付託省略 3月23日 同意

51 政治倫理審査会委員の委嘱について【関篤氏】 2月19日 付託省略 3月23日 同意

52 政治倫理審査会委員の委嘱について【渡辺英人氏】 2月19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

70 監査委員の選任について【代田龍乗氏】 6月8日 付託省略 6月28日 同意

71 固定資産評価員の選任について【坂井良昭】 6月8日 付託省略 6月28日 同意

72
固定資産評価審査委員会委員の選任について【伊澤愛子
氏】

6月8日 付託省略 6月28日 同意

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

97 教育委員会委員の任命について【内田みどり氏】 8月30日 付託省略 9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

123 副市長の選任について【坂本𣳾孝氏】 1月24日 付託省略 1月24日 同意

（５）選任・任命（１２件）

[令和３年３月定例会]

[令和３年６月定例会]

[令和３年９月定例会]

[令和３年１２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

2
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１１号）】

2月8日 付託省略 2月8日 承認

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】

4月23日 付託省略 4月23日 承認

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

69
専決処分の承認を求めることについて【令和３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28日 承認

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

103
専決処分の承認を求めることについて【令和３年度上尾市
一般会計補正予算（第８号）】

11月29日 付託省略 11月29日 承認

104
専決処分の承認を求めることについて【令和３年度上尾市
一般会計補正予算（第９号）】

11月29日 付託省略 11月29日 承認

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

42 第６次上尾市総合計画基本構想を定めることについて 2月19日 総務 3月23日 可決

43 市道路線の認定について 2月19日
都市整備

消防
3月23日 可決

44 市道路線の廃止について 2月19日
都市整備

消防
3月23日 可決

45 市道路線の認定について 2月19日
都市整備

消防
3月23日 可決

54 訴えの提起について 3月11日 付託省略 3月23日 可決

[令和３年３月定例会]

（６）専決処分（５件）

[令和３年第１回臨時会]

[令和３年第２回臨時会]

[令和３年６月定例会]

[令和３年第３回臨時会]

（７）その他の事件（２１件）
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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

56 訴えの提起について 4月23日 付託省略 4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

67 財産の取得について【消防ポンプ自動車】 6月8日
都市整備

消防
6月28日 可決

68 財産の取得について【災害対応特殊消防ポンプ自動車】 6月8日
都市整備

消防
6月28日 可決

議案
番号

件　　　　　　　     　　　　　名
提出
月日

付　託
委員会

議決
月日

結　果

91 財産の取得について【平方スポーツ広場用地の購入】 8月30日 文教経済 9月30日 可決

92 裁判上の和解をすることについて 8月30日 文教経済 9月17日 否決

93 埼玉県都市競艇組合規約の変更について 8月30日 総務 9月30日 可決

94 市道路線の認定について 8月30日
都市整備

消防
9月30日 可決

95 市道路線の廃止について 8月30日
都市整備

消防
9月30日 可決

96 市道路線の認定について 8月30日
都市整備

消防
9月30日 可決

99 控訴の提起について 9月22日 文教経済 9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

112
公の施設の指定管理者の指定について【上尾市健康プラザ
わくわくランド】

12月27日 文教経済 1月24日 可決

113 公の施設の指定管理者の指定について【戸崎公園】 12月27日
都市整備

消防
1月24日 可決

114 埼玉県市町村総合事務組合規約の変更について 12月27日 総務 1月24日 可決

[令和３年第２回臨時会]

[令和３年６月定例会]

[令和３年９月定例会]

[令和３年１２月定例会]
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115 市道路線の認定について 12月27日
都市整備

消防
1月24日 可決

116 市道路線の廃止について 12月27日
都市整備

消防
1月24日 可決

117 市道路線の認定について 12月27日
都市整備

消防
1月24日 可決

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【小川久雄氏】

6月8日 付託省略 6月28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【村田眞司氏】

6月8日 付託省略 6月28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【堀越洋子氏】

12月27日 付託省略 1月13日
異議なき
旨答申

報告
番号

報告月日

1 2月8日

報告
番号

報告月日

2 2月19日

3 3月23日

報告
番号

報告月日

4 4月23日

（８）諮問（３件）

[令和３年３月定例会]

件　　　　　　　名

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】

上尾市国民保護計画の変更について

[令和３年第２回臨時会]

件　　　　　　　名

[令和３年６月定例会]

[令和３年１２月定例会]

（９）報告（１９件）

[令和３年第１回臨時会]

件　　　　　　　名

専決処分の報告について【市道の設置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】

令和２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
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5 4月23日

6 4月23日

7 4月23日

8 4月23日

報告
番号

報告月日

9 6月8日

10 6月8日

11 6月8日

報告
番号

報告月日

12 8月30日

13 8月30日

14 8月30日

15 8月30日

報告
番号

報告月日

16 11月29日

17 11月29日

18 11月29日

件　　　　　　　名

令和２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

令和２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

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】

[令和３年９月定例会]

件　　　　　　　名

令和２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年度上尾市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

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【市職員が境界の位置を誤って提示したことにより発生した事案の損
害賠償額を定め、和解することについて】

[令和３年６月定例会]

専決処分の報告について【市道の設置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】

専決処分の報告について【郵便料金の支払遅延により発生した事案の損害賠償額を定めること
について】

専決処分の報告について【救助活動中に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】

令和２年度決算における健全化判断比率の報告について

令和２年度決算における資産不足比率の報告について

専決処分の報告について【市道の設置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】

専決処分の報告について【市職員が誤って個人情報を通知したことにより発生した事案の損害
賠償額を定め、和解することについて】

[令和３年第３回臨時会]

件　　　　　　　名
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報告
番号

報告月日

19 12月27日

議案
番号

提出
月日

議決
月日

結　果

委1 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1 3月23日 3月23日 否決

議2 3月23日 3月23日 否決

議3 3月23日 3月23日 可決

議4 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5 6月28日 6月28日 可決

議6 6月28日 6月28日 可決

議7 6月28日 6月28日 可決

議8 6月28日 6月28日 否決

議9 6月28日 6月28日 否決

議10 6月28日 6月28日 可決

[令和３年１２月定例会]

件　　　　　　　名

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

７５歳以上の医療費窓口２割負担に反対する意見書

生活保護申請における扶養照会の見直しを求める意見書

適正な指名業者の選定を求める決議

上平地区複合施設に配置される各機能を再度見直すことを求める決議

[令和３年６月定例会]

（１０）委員会提出議案（１件）

[令和３年３月定例会]

件　　　　　　　     　　　　　名

上尾市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

（１１）議員提出議案（意見書・決議等）（１７件）

[令和３年３月定例会]

学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進める
ための意見書

件　　　　　　　     　　　　　名

沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立て等に使用しないよう求
める意見書

中国政府に対して自由、基本的人権の尊重及び法の支配が保障される
よう働きかけることを求める意見書

ＬＧＢＴ（性的少数者）に関する差別解消を目的とした法整備を求め
る意見書

教員免許更新制の廃止を求める意見書

「東京五輪」開催の中止を求める意見書
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議案
番号

提出
月日

議決
月日

結　果

議11 9月30日 9月30日 可決

議12 9月30日 9月30日 可決

議13 9月30日 9月30日 可決

議14 9月30日 9月30日 可決

議案
番号

提出
月日

議決
月日

結　果

議15 1月25日 1月25日 否決

議16 1月25日 1月25日 否決

議17 1月25日 1月25日 否決

請願
番号

件　　　　　　　　　　名 提出月日
付　託
委員会

議決
月日

結　果

6 学習支援事業に週2回以上の参加を可能とする請願 2月19日 健康福祉 3月23日 採択

7 「上尾市独自の学力テスト」の廃止を求める請願 2月19日 文教経済 3月23日 不採択

8
上尾市コミュニティセンター改修後の、新「多目的室１」
（旧子供室）の貸し出しに関する請願

2月19日 総務 6月8日 取下げ

請願
番号

件　　　　　　　　　　名 提出月日
付　託
委員会

議決
月日

結　果

9
第６次エネルギー基本計画策定に向けて国に意見書の提出
を求める請願

6月8日 文教経済 6月28日 不採択

[令和３年９月定例会]

件　　　　　　　     　　　　　名

選択的夫婦別氏（姓）制度の法制化に向けた議論を求める意見書

出産育児一時金の増額を求める意見書

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意
見書

（１２）請願（８件）

[令和３年３月定例会]

[令和３年６月定例会]

不起訴処分に対する審査申立について

[令和３年１２月定例会]

件　　　　　　　     　　　　　名

石炭火力発電所の廃止を求める意見書

政党助成金制度の廃止を求める意見書

原油価格の高騰から市民生活と事業者の営業を守る緊急対策を求める
意見書
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請願
番号

件　　　　　　　　　　名 提出月日
付　託
委員会

議決
月日

結　果

10
「総合計画」「都市マスタープラン」への掲載に関する請
願【地頭方・堤崎地区】

8月30日
都市整備

消防
9月30日 採択

11 図書館における無線ＬＡＮ設置に関する請願 8月30日 文教経済 9月30日 採択

12 小中学校給食費無料化に関する請願 8月30日 文教経済 9月30日 採択

13
「総合計画」「都市マスタープラン」への掲載に関する請
願【上尾東部地区】

8月30日
都市整備

消防
9月30日 採択

番号

7

8

9

10

11

12

番号

3

4

5

[令和３年９月定例会]

（１３）陳情（６件）

件　　　　　　　　　　　　　　　名 備考

辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議
論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求
める陳情

９月定例会
全議員配布

教育長および教育委員選出の透明性を確保し、会議活性化のために教育委員の定
数増員を求める陳情

９月定例会
全議員配布

陳情書【埼玉県宅建政治連盟彩央地区】
１２月定例会
全議員配布

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提出の陳情書
３月定例会
全議員配布

安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るため国へ意見書の提
出を求めることに関する陳情

６月定例会
全議員配布

「東京２０２０オリンピック聖火リレー実施に伴う上尾市独自イベント」の中止
を求める陳情

６月定例会
全議員配布

要望書【令和４年度上尾市補助金の交付について】
第３回臨時会
全議員配布

（１４）要望書・要請書等（３件）

件　　　　　　　　　　　　　　　名 備考

母（毛嘉萍）が中国で不法に逮捕されている件に関する要望
第３回臨時会
全議員配布

核も戦争もない平和な二十一世紀を求める要望書
第３回臨時会
全議員配布
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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

政策フォーラム・
市民の声あげお

7月21日
埼玉県

さいたま市
・さいたま市子ども家庭総合センターについて

公明党
上尾市議団

12月22日
芝浦工業大学

大宮校舎

・上尾市区画整理事業の取組みと、今後の自治体との連携につ
いて
・これからの産官学民連携について
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[令和３年３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対策について

・危険なバス停への対応について

・アリコベールについて

・今後の幼児教育について

深　山　　　孝 ・行財政課題について

・子ども家庭総合支援拠点について

・妊婦応援タクシー利用料金助成事業の延長と拡充について

・教育支援について

・公共施設への非接触型設備及びパネル設置による感染対策

・市内事業者へのＩＣＴ導入支援について

・学校教育について

・防災・減災について

鈴　木　　　茂 ・上平地区複合施設基本構想から上尾市政を考える

・今後の上尾市幼児教育の展望について

・医療的ケア児の保護者負担軽減に向けて

・上尾駅西側の西宮下方面へ向かう線路沿いの道路について

・不登校児童生徒が学びに向かうための環境整備

・学校教育について

・企業誘致の推進について

・自殺対策について

・ｅスポーツについて

・コロナ禍の影響による市税の見込みと財政運営について

・コロナ禍における消防行政について

・上尾・伊奈広域ごみ処理施設について

・都市計画道路上尾伊奈線の整備について

・県道さいたま菖蒲線と市道１０２５、１０２６号線が交差する平塚北交差
点の改良について

・第六次上尾市総合計画基本構想（案）について

・高齢者への予防接種について

・道路改善について

・大谷北部第二区画整理事業について

・上尾の摘田・畑作用具の活用について

・子ども・子育て支援について

・多様性推進施策について

・自然環境・生活環境について

・民間との連携について

3月12日

戸野部　直　乃

樋　口　　　敦

渡　辺　綱　一

新　道　龍　一

浦　和　三　郎

◇  一  般  質  問　◇

3月11日

星　野　良　行

前　島　る　り

井　上　智　則

3月16日 海老原　直　矢
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・スマートシティについて

・保育について

・コロナ禍における行政経営について

・市長の政治姿勢について

・街づくりの課題について

・外国人が住みやすい上尾市に

・上平地区複合施設は慎重な検討を

・コロナ禍で生活困窮する方へ支援を

・ワクチン接種について

・安心して利用できる介護保険制度を

・コロナ禍での子ども支援について

・子育て環境の充実を

・上尾市の生活保護行政について

・市民の声が反映しやすい市政を

・生涯教育と公民館、地域公民館の役割について

・公園の現状と課題

・上尾市の入札、契約について

・多様性・ジェンダーと、女性支援の強化を

・新年度予算について

・学校は地域の宝、統廃合計画の見直しを

・子どもたちが過ごしやすい学校環境へ

・丸山公園について

・ＮＨＫの住民票の取得について

・ごみについて

・シティセールスについて

・道路行政について

・鴨川について

・水害対策について

・学童保育の学校敷地内移転について

・契約について

・難病者支援と選択登校制について

・障害者福祉とエスカレーター利用について

・新型コロナウイルスワクチン接種について

・第６次上尾市総合計画基本構想（案）について

・テレワーク、電子決裁導入に向けた上尾市の取り組みについて

・コロナ禍における自治会活動、地域社会について

・市の随意契約と入札について

・市内コロナ感染者の現状について

・上尾市の教育について

・市の将来を見据えた予算編成について

3月17日

轟　　　信　一

池　田　達　生

平　田　通　子

佐　藤　恵理子

荒　川　昌　佑

3月16日

津　田　賢　伯

道　下　文　男

戸　口　佐　一

新　藤　孝　子

3月18日

井　上　　　茂

矢　口　豊　人

田　島　　　純

秋　山　かほる
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[令和３年６月定例会]

月日 議員名 質問項目

・新型感染症ワクチン接種の進捗と今後の方針について

・スポーツ科学拠点施設について

・地域公共交通と契約について

・支援の届かない子ども「ヤングケアラー」について

・国の特別交付税による奨学金返済補助について

・大型商業施設の空き床の活用で中心市街地のにぎわい創出と、鉄道輸送の
強化

・寄付によるベンチや公園遊具などの設置と、障がいのある子もない子も共
に遊べる公園づくり

・学校施設更新計画について

・屋内５０メートルプール・スポーツ科学拠点の誘致について

・ゼロカーボン社会の実現について

・第二産業道路の整備状況について

・財政課題について

・情報インフラについて

・危機管理体制について

・公立学校の諸課題について

・新型コロナ関係について

・子育てをするなら上尾に向けて

・自治体ＳＤＧｓ

・職場環境と人材育成

・契約業務と内部統制

・５０ｍプール・スポーツ科学拠点施設の誘致をはじめ人づくり・教育環境
について

・災害弱者避難支援について

・ごみ集積所の設置に係る課題解決に向けて

・コロナ禍における孤立する女性を支える取り組みを

・ＳＮＳ相談の導入について

・子どもの安心・安全について

・学校生活について

・人材育成について

・ユニバーサルデザイン（ＵＤ）フォント活用について

・不登校・ひきこもりについて

・困難を抱える市民の支援について

・災害時における要配慮者支援について

・自然環境保護について

鈴　木　　　茂 ・上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画について

・学校施設開放について

・防犯ボランティアについて

・市民の健康づくりについて

6月17日

矢　口　豊　人

前　島　る　り

星　野　良　行

深　山　　　孝

6月21日 樋　口　　　敦

田　中　一　崇

6月18日

尾　花　瑛　仁

戸野部　直　乃

井　上　智　則

海老原　直　矢

36



・消防行政の広域化について

・学校統廃合と小中一貫校について

・新型コロナウイルス感染対策・ワクチン接種について

・第８期上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画について

・第３次上尾市環境基本計画について

・環境美化活動について

・資源再利用について

・市内経済の活性化について

・選挙について

・第２期上尾市地域創生総合戦略について

・災害に強い街づくり

・投票しやすい環境整備を

・ヤングケアラーの支援を

・第８期上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画について

・荒川築堤の状況と災害対策について

・領家地区の整備・開発について

・交通防災、安全対策について

・入札、契約条件の変化と対応について

・公共施設の管理、契約等について

・パークゴルフについて

・西貝塚環境センターでの火災の経験を踏まえた今後の対応について

・広報・情宣の現状について

・ペットの野生化、繁殖防止と殺処分について

・公共施設におけるネット環境の充実を

・平方地区の学校統廃合について

・市民が憩える公園を

・「ぐるっとくん」の充実、デマンド交通の創出で元気なまちづくりを

・公共施設の在り方と小中学校の統廃合計画について

・口腔保健について

・コロナワクチン接種に関して

・道路整備について

・上水道について

・平方幼稚園について

・市内の公園整備について

・コロナ対策のこれまでの総括

・上尾市のまちづくりについて

・上平複合施設について

・成人式について

6月21日

井　上　　　茂

道　下　文　男

浦　和　三　郎

津　田　賢　伯

6月23日

小　川　明　仁

荒　川　昌　佑

6月22日

戸　口　佐　一

新　藤　孝　子

原　田　嘉　明

轟　　　信　一

池　田　達　生
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・コロナ禍に於ける市民生活の変化とその対応について

・高齢者のフレイル対策と熱中症対策について

・市及び関連施設における石ケン洗剤の使用について

・ウイズコロナの中で、発展する市政を求める

・上尾市国民保護計画について

・新型コロナワクチンの速やかな接種を

・瓦葺地域に公民館を

・学校施設更新計画・統廃合計画の見直しを

[令和３年９月定例会]

月日 議員名 質問項目

・公民館について

・３歳児健康診査における視覚検査について

・市長公約の取組みについて

・小さく産まれた赤ちゃんやお母さんを支援するハンドブック作成

・公共施設利用時の減免制度について

・障がい者の乳がん検診推進と無料検診の年齢引き下げ

・ゴミ収集の課題について

・市民の相談を包括的に受け止める「福祉総合相談窓口」の設置

・土地の適正な管理に関する条例制定を目指して

・子育て施策と子供たちを取り巻く環境整備について

・経営戦略について

・防災・減災について

・医療的ケア児の家族のレスパイトケア

・幼児教育推進協議会の進捗と今後

・子宮頸がんワクチンのお知らせについて

浦　和　三　郎 ・市政運営について

・子どもの貧困対策について

・上尾市の子育て支援と教育について

・子ども・子育て施策について

・福祉施策について

・ジェンダー関連施策について

・まちづくりについて

・財政運営について

・コロナ対策について

・予算要望について

・市政運営について

・高齢者介護予防について

・学童保育について

・芝川の浸水・内水対策について

6月23日

秋　山　かほる

平　田　通　子

9月17日

星　野　良　行

前　島　る　り

新　道　龍　一

戸野部　直　乃

9月21日

鈴　木　　　茂

海老原　直　矢

荒　川　昌　佑

井　上　　　茂
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・修学旅行・林間学校等の学校行事について

・フードパントリーについて

・スポーツ行政について

・本市における盛土造成地について

・家族死亡時の遺族の手続き支援について

・平和への取組について

・ごみ処理の現状と今後の取り組みについて

・飲食店の現状と対策について

・上尾市ＩＣＴ化推進計画について

・公園整備について

・通学路安全対策について

・障がい福祉施策について

・ゼロカーボンシティ上尾に向けて

・小・中学校の一人一台端末の有効活用について

・荒川築堤に関する国への取り組みについて

・内水対策に対する市の考えと対応状況について

・危険なバス停の認識と是正状況、歩道の安全確保について

・大石公民館体育室の音響、公共施設の標準化について

・財政状況と改善に対する取り組みについて

・高次脳機能障がいに対する支援の仕組みについて

・コロナ禍における妊婦医療について

・福祉について

・レンタサイクルについて

・道路の危険箇所について

・新型コロナワクチンについて

・ごみについて

・消防行政について

・自治会活動について

・さいたま水上公園の廃止について

・平方幼稚園の対応について

・財務行政について

・市の業務委託について

・学校の統廃合について

・介護予防政策と介護保険料の推移について

・上尾グルメ応援お食事券と他のコロナ政策について

・通学路の安全について

・難聴者への支援を

・ゼロカーボン・ごみ処理施設について

・介護予防、健康づくりについて

・特別障害者手当について

・新型コロナウイルスに関する対応強化について

佐　藤　恵理子

小　川　明　仁

秋　山　かほる

戸　口　佐　一

新　藤　孝　子

9月21日 樋　口　　　敦

9月22日

井　上　智　則

田　島　　　純

道　下　文　男

原　田　嘉　明

津　田　賢　伯

9月24日
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・平和行政について

・防災力強化について

・学校教育環境について

・安心・安全な「まちづくり」について

・学校施設更新計画基本計画は見直しを

・学校給食費の無料化を

・公契約法で地域経済の活性化を

・コロナ禍の子どもたちの学びの保障を

・学校施設更新基本計画３５％削減の見直しを

・新型コロナウイルス感染症対策の現状と今後の方針について

・子どもの安全、安心、子育て政策について

[令和３年１２月定例会]

月日 議員名 質問項目

・１８歳までの子ども医療費の拡充とインフルエンザ予防接種の補助につい
て

・成人の帯状疱疹ワクチン接種の補助について

・教員と子ども達の笑顔のために

・産官学連携や市民との協働で魅力ある街づくりを

・二元代表制と自治体運営

・中長期的ビジョンについて

・生活環境整備

・中間・広域自治体との連携の諸課題

・自治会について

・市長公約について

・子宮頸がんワクチンの積極的勧奨について

・これからの納骨の在り方について

・障がい者福祉サービスの課題

・学校現場で配慮が必要とされる事柄への対応状況

・図書館行政不明本について

・公共施設のＬＥＤ化について

・２期目の市政運営について

・公文書管理条例の制定について

・防災について

・労働者協同組合法　ワーカーズコープについて

・子育て世帯への支援について

・各種検診について

・災害時における施策について

・市による人材確保について

・健康づくりについて

・大規模学童の解消対策について

浦　和　三　郎

荒　川　昌　佑

海老原　直　矢

井　上　　　茂

9月27日

轟　　　信　一

池　田　達　生

平　田　通　子

矢　口　豊　人

令和4年
1月13日

前　島　る　り

尾　花　瑛　仁

鈴　木　　　茂

戸野部　直　乃

1月14日
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・子どもの安全対策について

・がん患者に対する支援について

・交通弱者への支援について

・投票率向上について

・公共施設へのＷｉ-Ｆｉ整備について

・さいたま水上公園の整備について

・学校生活について

津　田　賢　伯 ・自治事務について

・地域の活動団体支援について

・商工団体支援について

・市所有の狭小地の活用について

・防災・減災・災害対応について

・ゴミの分別・減量化と循環型資源活用について

・学童保育について

・開発による地域課題について

・産業振興について

・小・中学校児童、生徒の心のケアについて

・上尾市の団地の現状と課題について

・上尾市の寺社の現状について

・乳がん検診について

・公共施設内のトイレ用擬音装置状況について

・モバイルクリニックの導入について

・外国人住民投票条例案についての本市の見解

・ＬＧＢＴの職員への配慮について

・上平複合施設構想について

・化学物質過敏症の対策について

・利用しやすい公共交通を

・国民健康保険税引き上げの見直しを

・高齢者が生き生き暮らせる支援体制を

・新型コロナウイルスの第６波に備えての対策について

・子育てしやすい学童・保育所の環境を

・平和行政について

・誰もがスポーツを楽しめる街づくりについて

・戸崎公園パークゴルフ場北側未整備地の有効活用について

・学校施設更新計画基本計画に関連する諸課題について

・教員の働く環境の改善を

・市長の政治姿勢について

・市民本位の来年度予算に

・小中一貫教育の課題

・住宅政策について

・認知症対策について

・第二期畠山市政の課題と方針について

樋　口　　　敦

井　上　智　則

1月14日

池　田　達　生

平　田　通　子

1月19日 矢　口　豊　人

1月17日

原　田　嘉　明

道　下　文　男

田　島　　　純

佐　藤　恵理子

戸　口　佐　一

新　藤　孝　子

轟　　　信　一1月18日
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[令和３年第１回臨時会]

○市長提出議案に対する質疑

議員名 件名

議案第１号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

議案第２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１１号）】

原 田　嘉 明 議案第１号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

議案第１号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

議案第２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１１号）】

佐藤　恵理子
議案第２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１１号）】

秋山　かほる
議案第２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１１号）】

井 上　智 則 議案第１号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

議案第１号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

議案第２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１１号）】

津 田　賢 伯
議案第２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１１号）】

[令和３年３月定例会]

○市長提出議案に対する質疑　※先議案件、追加提出議案があったため、質疑を複数日行っている。

議員名 件名

荒 川　昌 佑
（2/19）

議案第５３号　工事請負契約の締結について【粗大ごみ処理施設火災復旧工事】

秋山　かほる
（2/19）

議案第５３号　工事請負契約の締結について【粗大ごみ処理施設火災復旧工事】

議案第１６号　上尾市幼児教育推進協議会条例の制定について

議案第１８号　上尾の摘田・畑作用具保存活用検討委員会条例の制定について

議案第４１号　上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

前 島　る り
（2/25）

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算

議案第２４号　市長の給料及び教育委員会教育長の給料の減額支給に関する条例の制定
について

戸野部　直乃
（2/25）

◇  質        疑　◇
※質疑を行った順に掲載

田 中　一 崇

海老原　直矢

新 藤　孝 子

尾 花　瑛 仁
（2/25）
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議案第３号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１３号）

議案第３２号　上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算

議案第２０号　上尾市職員の分限に関する手続及び効果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２２号　上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

議案第１５号　上尾市公の施設の指定管理者候補者選定委員会条例の制定について

議案第１６号　上尾市幼児教育推進協議会条例の制定について

議案第１７号　上尾市就学支援委員会条例の制定について

議案第３２号　上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４８号　政治倫理審査会委員の委嘱について

議案第４９号　政治倫理審査会委員の委嘱について

議案第５０号　政治倫理審査会委員の委嘱について

議案第５１号　政治倫理審査会委員の委嘱について

議案第５２号　政治倫理審査会委員の委嘱について

海老原　直矢
（2/25）

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算

議案第１４号　上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供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３６号　上尾市介護予防・生活支援サービス事業手数料条例を廃止する条例の制
定について

議案第３７号上尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
を定める条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第２０号　上尾市職員の分限に関する手続及び効果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２１号　上尾市職員の服務の宣誓に関する条例及び学校職員の服務の宣誓に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号　市長の給料及び教育委員会教育長の給料の減額支給に関する条例の制定
について

議案第３号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１３号）

議案第１６号　上尾市幼児教育推進協議会条例の制定について

新 藤　孝 子
（2/25）

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算

星 野　良 行
（2/25）

矢 口　豊 人
（2/25）

樋　口　　敦
（2/25）

荒 川　昌 佑
（2/25）

戸 口　佐 一
（2/25）

轟　　信　一
（2/25）
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議案第２０号　上尾市職員の分限に関する手続及び効果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２３号　新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための関係条例の整備に関
する条例の制定について

議案第２４号　市長の給料及び教育委員会教育長の給料の減額支給に関する条例の制定
について

議案第３２号　上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第３号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１３号）

議案第６号　令和２年度上尾市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算

議案第２０号　上尾市職員の分限に関する手続及び効果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２９号　上尾市国民健康保険出産費資金貸付事業条例を廃止する条例の制定につ
いて

議案第３４号　上尾市要介護高齢者手当支給条例の一部を改正する条例の制定について

議案第３５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４１号　上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

戸 口　佐 一
（3/18）

議案第５４号　訴えの提起について

[令和３年第２回臨時会]

○市長提出議案に対する質疑

議員名 件名

海老原　直矢 議案第５５号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第1号）

戸 口　佐 一 議案第５５号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第1号）

[令和３年６月定例会]

○市長提出議案に対する質疑　※先議案件、追加提出議案があったため、質疑を複数日行っている。

議員名 件名

海老原　直矢
（6/11）

議案第７０号　監査委員の選任について【代田龍乗氏】

議案第５８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第３号）

議案第６１号　押印等を求める行政手続の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の
制定について

荒 川　昌 佑
（6/11）

議案第５８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第３号）

原 田　嘉 明
（6/11）

議案第５８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第３号）

津 田　賢 伯
（2/25）

秋山　かほる
（2/25）

渡 辺　綱 一
（6/11）
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前 島　る り
（6/11）

議案第６９号　専決処分の承認を求めることについて【令和３年度上尾市一般会計補正
予算（第２号）】

津 田　賢 伯
（6/11）

議案第５８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第３号）

議案第６４号　工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援複合施設建設
工事（建築工事）】

議案第６５号　工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援複合施設建設
工事（電気設備工事）】

議案第６６号　工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援複合施設建設
工事（機械設備工事）】

議案第６８号　財産の取得について【災害対応特殊消防ポンプ自動車】

議案第６９号　専決処分の承認を求めることについて【令和３年度上尾市一般会計補正
予算（第２号）】

議案第５８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第３号）

議案第６４号　工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援複合施設建設
工事（建築工事）】

議案第６５号　工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援複合施設建設
工事（電気設備工事）】

議案第６６号　工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援複合施設建設
工事（機械設備工事）】

海老原　直矢
（6/23）

議案第７３号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第４号）

秋山　かほる
（6/23）

議案第７３号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第４号）

[令和３年９月定例会]

○市長提出議案に対する質疑　※先議案件、追加提出議案があったため、質疑を複数日行っている。

議員名 件名

尾 花　瑛 仁
（9/2）

議案第８１号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

荒 川　昌 佑
（9/2）

議案第７４号　令和２年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定について

戸野部　直乃
（9/2）

議案第８１号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

海老原　直矢
（9/2）

議案第９２号　裁判上の和解をすることについて

議案第８１号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

議案第８２号　令和３年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

田 中　一 崇
（9/2）

議案第８１号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

轟　　信　一
（9/2）

議案第８１号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

秋山　かほる
（6/11）

池 田　達 生
（6/11）

井 上　智 則
（9/2）
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議案第８０号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第５号）

議案第９２号　裁判上の和解をすることについて

議案第８１号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

議案第９１号　財産の取得について【平方スポーツ広場整備事業】

議案第８１号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第６号）

議案第９０号　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】

田 中　一 崇
（9/27）

議案第９８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第７号）

[令和３年第３回臨時会]

○市長提出議案に対する質疑

議員名 件名

津 田　賢 伯
議案第１０１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

荒 川　昌 佑 議案第１０５号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１１号）

海老原　直矢 議案第１０５号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１１号）

報告第１６号　専決処分の報告について【市道の設置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】

報告第１７号　専決処分の報告について【郵便料金の支払遅延により発生した事案の損
害賠償額を定めることについて】

秋山　かほる 議案第１００号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１０号）

田 中　一 崇 議案第１００号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１０号）

議案第１００号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１０号）

議案第１０１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１０５号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１１号）

[令和３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、質疑を複数日行っている。

議員名 件名

田 中　一 崇
（1/6）

議案第１１８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

小 池　佑 弥
（1/6）

議案第１０７号　上尾市西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業事業者選定
委員会条例の制定について

海老原　直矢
（1/6）

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

小 川　明 仁
（9/2）

佐藤　恵理子
（9/2）

秋山　かほる
（9/2）

戸野部　直乃

平 田　通 子
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議案第１０７号　上尾市西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業事業者選定
委員会条例の制定について

議案第１１８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

浦 和　三 郎
（1/6）

議案第１１８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

鈴　木　　茂
（1/6）

議案第１１８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

轟　　信　一
（1/6）

議案第１１８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

議案第１０８号　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

議案第１１８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

津 田　賢 伯
（1/6）

議案第１１８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１２号）

鈴　木　　茂
（1/24）

議案第１２３号　副市長の選任について【坂本𣳾孝氏】

荒 川　昌 佑
（1/6）

平 田　通 子
（1/6）
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[令和３年第１回臨時会]

議員名 件名 賛成・反対

議案第１号　令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１２号） 賛成

議案第２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１１号）】

賛成

秋山　かほる
議案第２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１１号）】

賛成

[令和３年３月定例会]

議員名 件名 賛成・反対

荒 川　昌 佑
（2/19）

議案第５３号　工事請負契約の締結について【粗大ごみ処理施設火災復旧
工事】

賛成

戸 口　佐 一
（3/23）

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算（修正案） 賛成

荒 川　昌 佑
（3/23）

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算（修正部分を除く原案） 賛成

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算（修正部分を除く原案） 賛成

議案第１６号　上尾市幼児教育推進協議会条例の制定について 賛成

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算（修正案） 賛成

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算（修正部分を除く原案） 賛成

議案第２０号　上尾市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

賛成

議案第２３号　新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための関係条
例の整備に関する条例の制定について

賛成

議案第２４号　市長の給料及び教育委員会教育長の給料の減額支給に関す
る条例の制定について

賛成

議案第３２号　上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい
て（継続審査）

反対

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算 反対

議案第９号　令和３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３年度上尾市介護保険特別会計予算 反対

議案第３３号　上尾市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 反対

議案第３５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

秋山　かほる
（3/23）

議案第８号　令和３年度上尾市一般会計予算 反対

◇  討　　　　論　◇
※討論を行った順に掲載

海老原　直矢

戸野部　直乃
（3/23）

津 田　賢 伯
（3/23）

池 田　達 生
（3/23）
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議案第９号　令和３年度上尾市国民健康保険特別会計予算 反対

議案第１６号　上尾市幼児教育推進協議会条例の制定について 反対

議案第２０号　上尾市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

反対

議案第２４号　市長の給料及び教育委員会教育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３３号　上尾市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 反対

議案第３５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４１号　上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

反対

矢 口　豊 人
（3/23）

議案第３２号　上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい
て（継続審査）

賛成

議案第４８号　政治倫理審査会委員の委嘱について 賛成

議案第４９号　政治倫理審査会委員の委嘱について 賛成

議案第５０号　政治倫理審査会委員の委嘱について 賛成

議案第５１号　政治倫理審査会委員の委嘱について 賛成

議案第５２号　政治倫理審査会委員の委嘱について 賛成

請願第６号　学習支援事業に週2回以上の参加を可能とする請願 賛成

請願第７号　「上尾市独自の学力テスト」の廃止を求める請願 賛成

海老原　直矢
（3/23）

請願第８号　上尾市コミュニティセンター改修後の、新「多目的室１」
（旧子供室）の貸し出しに関する請願（継続審査）

賛成

[令和３年第２回臨時会]

議員名 件名 賛成・反対

井 上　智 則 議案第５５号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１号） 賛成

[令和３年６月定例会]

議員名 件名 賛成・反対

佐藤　恵理子 議案第５８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第３号） 反対

議案第５８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第３号） 賛成

議案第３２号　上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい
て

賛成

星 野　良 行
議案第３２号　上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい
て

反対

秋山　かほる
（3/23）

鈴　木　　茂
（3/23）

轟　　信　一
（3/23）

津 田　賢 伯
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池 田　達 生
議案第３２号　上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい
て

反対

議案第５８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第３号） 反対

議案第３２号　上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい
て

反対

議案第６４号　工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援
複合施設建設工事（建築工事）】

反対

議案第６５号　工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援
複合施設建設工事（電気設備工事）】

反対

議案第６６号　工事請負契約の締結について【（仮）子ども・子育て支援
複合施設建設工事（機械設備工事）】

反対

請願第９号　第６次エネルギー基本計画策定に向けて国に意見書の提出を
求める請願

賛成

海老原　直矢 議案第７３号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第４号） 賛成

轟　　信　一
請願第９号　第６次エネルギー基本計画策定に向けて国に意見書の提出を
求める請願

賛成

平 田　通 子
議第１０号議案　学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを
適切に進めるための意見書

反対

[令和３年９月定例会]

議員名 件名 賛成・反対

小 川　明 仁
（9/17）

議案第９２号　裁判上の和解をすることについて 反対

議案第８０号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第５号） 反対

議案第９２号　裁判上の和解をすることについて 反対

議案第８０号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第５号） 反対

議案第９２号　裁判上の和解をすることについて 反対

議案第７４号　令和２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７７号　令和２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

反対

荒 川　昌 佑
（9/30）

議案第７４号　令和２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７４号　令和２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７６号　令和２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

反対

議案第８１号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第６号） 反対

議案第８３号　令和３年度上尾市介護保険特別会計補正予算（第１号） 反対

池 田　達 生
（9/17）

秋山　かほる

津 田　賢 伯
（9/17）

池 田　達 生
（9/30）

秋山　かほる
（9/30）
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議案第９０号　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】

反対

議案第９１号　財産の取得について【平方スポーツ広場整備事業】 反対

請願第１０号　「総合計画」「都市マスタープラン」への掲載に関する請
願【地頭方・堤崎地区】

反対

請願第１３号　「総合計画」「都市マスタープラン」への掲載に関する請
願【上尾東部地区】

反対

田 中　一 崇
（9/30）

請願第１２号　小中学校給食費無料化に関する請願 反対

海老原　直矢
（9/30）

請願第１２号　小中学校給食費無料化に関する請願 賛成

平 田　通 子
（9/30）

請願第１２号　小中学校給食費無料化に関する請願 賛成

請願第１２号　小中学校給食費無料化に関する請願 賛成

議第１３号議案　コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充
実を求める意見書

反対

[令和３年第３回臨時会]

議員名 件名 賛成・反対

議案第１００号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１０号） 反対

議案第１０４号　専決処分の承認を求めることについて【令和３年度上尾
市一般会計補正予算（第９号）】

反対

議案第１０５号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１１号） 反対

池 田　達 生
議案第１０１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

反対

議案第１０１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

賛成

議案第１０２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

議案第１０５号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１１号） 反対

[令和３年１２月定例会]

議員名 件名 賛成・反対

鈴　木　　茂
（1/13）

議案第１１８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１２号） 賛成

津 田　賢 伯
（1/13）

議案第１１８号　令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１２号） 賛成

海老原　直矢
（1/13）

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【堀越洋子氏】

賛成

轟　　信　一
（1/24）

議案第１０８号　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

反対

津 田　賢 伯

秋山　かほる
（9/30）

津 田　賢 伯
（9/30）

秋山　かほる
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◇ 常任委員会等名簿 ◇ 
（令和３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 小池 佑弥 

小川 明仁 井上 智則 荒川 昌佑 

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 

小川 明仁 荒川 昌佑 新藤 孝子 

田中 一崇 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   

上 尾 市 学 校 施 設 

更 新 計 画 基 本 計 画 

調 査 特 別 委 員 会 

29人 

◎鈴木 茂 ○小川 明仁 ○田中 一崇 

○戸野部 直乃 ○平田 通子  小池 佑弥 

田島 純  原田 嘉明  津田 賢伯 

佐藤 恵理子  轟 信一  尾花 瑛仁 

新道 龍一  井上 智則  樋口 敦 

荒川 昌佑  矢口 豊人  秋山 かほる 

新藤 孝子  戸口 佐一  渡辺 綱一 

星野 良行  前島 るり  海老原 直矢 

池田 達生  長沢 純  道下 文男 

浦和 三郎  井上 茂  
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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 

  

◎は委員長 ○は副委員長 

 

 

◇ 会 派 名 簿 ◇ 
（令和３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 

◎鈴木 茂 樋口 敦 荒川 昌佑 

矢口 豊人 海老原 直矢 浦和 三郎 

井上 茂   

上 尾 同 志 会 ７人 

◎田中 一崇 小池 佑弥 田島 純 

原田 嘉明 尾花 瑛仁 新道 龍一 

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 
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◇  議  席  表 ◇ 
（令和３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 

田 中 

一 崇 

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 

尾 花 

瑛 仁 

８ 

新 道 

龍 一 

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 

小 池 

佑 弥 

２ 

田 島 

純 

３ 

原 田 

嘉 明 

    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3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 小 池　佑 弥 36 仲町1-10-3 上尾同志会 671-7789 1

2 田　島　　純 50 小泉3-21-30 上尾同志会 708-6339 1

3 原 田　嘉 明 57 大字小敷谷322 上尾同志会 725-2575 1

4 津 田　賢 伯 46
小泉8-13-25
　ルミナス201

無会派 090-3286-7192 1

5 佐藤　恵理子 35
※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 52
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 尾 花　瑛 仁 38 仲町1-5-7 上尾同志会 773-7033 2

8 新 道　龍 一 37 上平中央2-3-26 上尾同志会 783-4625 2

9 小 川　明 仁 48 本町5-15-4 彩の会 774-5239 3

10 井 上　智 則 45 大字平塚2384-34 公明党上尾市議団 677-1894 1

11 樋　口　　敦 41 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 33
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 42 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 66 大字平方領々家547 無会派 781-6414 5

15 新 藤　孝 子 66 大字原市1097-5 日本共産党上尾市議団 723-0724 2

16 戸 口　佐 一 71
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 田 中　一 崇 39 西宮下1-62 上尾同志会 771-3228 2

18 渡 辺　綱 一 70 大字瓦葺713 上尾同志会 723-3938 4

19 星 野　良 行 59 大字原市23-1 彩の会 721-3221 3

20 戸野部　直乃 48 富士見2-18-21 公明党上尾市議団 775-8433 2

21 前 島　る り 65 本町6-3-26-6 公明党上尾市議団 776-6909 3

22 海老原　直矢 34 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 66 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 74 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 65 大字瓦葺1978-2 日本共産党上尾市議団 723-0512 3

26 大　室　　尚 60 柏座4-11-16 彩の会 776-2980 3

27 長　沢　　純 64
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 63 中妻5-24-26 公明党上尾市議団 775-7907 5

29 浦 和　三 郎 72 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 69 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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