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安心とにぎわい

みんなにあたたかい

日本一のコンパクトシティ蕨

新年度のテーマは「コロナ禍を乗り越え、未来への飛躍へ」
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観測する地震が東北地方を中心

に発生しましたが、重ねてお見
舞い申し上げます。今後も、こ
の震災の教訓を忘れず、被災地

の更なる復興を心よりご祈念い
たします。
さて、新型コロナウイルスの
世界的な感染拡大、パンデミッ
クは、私たちの日常を一変させ
ることとなりました。世界の感

染者数は１億１０００万人を超
え、死者数も２４０万人を超え
るなど、更に感染拡大が続いて

本日、ここに、令和３年第１
回蕨市議会定例会を招集申し上
げましたところ、議員各位には、
公私ともたいへんお忙しいなか、

たらした東日本大震災から、ま
もなく 年を迎えようとしてい
ます。あらためて、この震災で

いて申し上げ、議員各位並びに
市民の皆さんのご理解とご協力
をお願いするしだいであります。
はじめに、未曽有の被害をも

の対策に迅速に取り組むととも
に、第１弾から第５弾まで、５
回にわたり、市独自の新型コロ

ています。
こうしたなか、蕨市では、特
別定額給付金をはじめとする国

変わりました。そして、市民生
活や地域経済、医療や教育、福
祉、文化、スポーツなど多方面
にわたり、深刻な影響を及ぼし

「日本一のあったか市政」
でまちづくりを推進

ご参集を賜り、厚くお礼を申し
上げます。
今定例会は、令和３年度の当

犠牲となられた多くのかたがた
に深く追悼の意を表するととも
に、全ての被災者の皆様に心か

ナ緊急対策を取りまとめ、ひと
り親家庭への独自の給付金や水
道基本料金４か月分の無料化、

います。
日本においても、２度にわた
り緊急事態宣言が発出され、外
出自粛や飲食店の営業時間の短
縮、イベントの中止や縮小など、
これまで、あたりまえであった
人と人との触れ合い、だんらん
の場が感染拡大防止のために制
約され、私たちの日常は大きく

初予算をはじめとする重要な案
件をご審議いただくことになり
ますが、この際、私がこれから

らのお見舞い申し上げます。
また、先日、東日本大震災の
余震と思われる最大震度６強を

議会初日に施政方針表明をする賴髙英雄蕨市長

の市政運営に臨む基本的な考え
方や新年度予算の編成方針、更
には予算の概要と主な事業につ
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施政方針表明全文
令和３年第１回蕨市議会定例会

未来への飛躍につなげ
住み心地№１のまちづくりに
全力で市政を運営
令和３年第１回蕨市議会定例会が２月19日から３月23日まで開かれました。今議

会は市が１年間の行政を進めるための予算を審議する議会でもあります。増刊号で
は議会初日に賴髙英雄蕨市長が述べた今年度の施政方針表明の全文を紹介します｡
よりたかひで お
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令和３年第１回蕨市議会定例会

厳しい状況にある小規模企業者
に対する２回にわたる応援金、

社会の分断が進む現代にあって、
あらためて、身近な存在である
市町村が、暮らしを支える上で、
いかに重要な役割を担っている
のか、人と人とのつながりが、
充実した人生を送る上で、いか
にたいせつであるのか、を鮮明
にしたのではないでしょうか。
私は、市長就任以来、暮らし
を支え、心が通い合う「日本一の
あったか市政」を掲げてきまし
たが、コロナの影響で市民の皆
さんが厳しい状況にあるなかだ
からこそ、「あったか市政」の真
価を発揮するときであり、蕨の
豊かなコミュニティ力を生かし
て、必ずや、コロナ禍を乗り越
え、住みよいまちづくりを更に
前進させることができるものと

今回のコロナ禍も、経済のグ
ローバル化やさまざまな形での

いへん厳しいものがあります。
「世界は苦しみで溢れているが、
それに打ち勝つことでも
溢れている。」
これは、三重苦を乗り越え、
世界中の人に希望を届けたヘレ
ン・ケラーの言葉でありますが、
実際、私たち人類は、これまで
の歴史のなかで、ペストをはじ
めとする感染症の危機に何度も
直面しながら、それを乗り越え、
社会を発展させてきました。

確信しています。
そ こ で 、 新 年 度 は 、「 コ ロ ナ
禍を乗り越え、未来への飛躍へ」
をテーマとして、市長を先頭に
市職員が一丸となって、豊かな
日常を取り戻し、７万６０００
市民の幸せのために全力を尽く
していく決意であります。

新型コロナワクチン接種のプロジェクトチーム

はじめに、１つ目の重点課題

２つの重点課題

令和３年度の市政運営につい
ては、
以上のような基本姿勢に基
づき、
第１に、
引き続き、
新型コロ
ナ対策に全力を尽くすとともに、

である「新型コロナ対策」につ
いてですが、先日発表した蕨市
新型コロナ緊急対策第５弾を着
実に推進してまいります。
第１の柱である「更なる検査・
医療体制の充実強化」では、重

の営業を守る新型コロナ対策

①市民の健康と暮らし、事業所

第２に、将来ビジョンや「あった
か市 政 」
第２ステージのマニフェ
ストを着実に推進する、
この２つ
を重点課題に位置付け、住み心
地ナンバー１といえる蕨のまち
づくりを推進していく考えです。

コロナ禍乗り越え住み心地ナンバー１の蕨に

更には、オンライン学習も見据
えた児童生徒一人一台のパソコ
ン整備の前倒しやアーティスト
動画配信プロジェクト、市立病
院の検査・医療体制の拡充など、
新型コロナから、市民の健康と
暮らし、市内事業所の営業を守
るため、全力を尽くしてまいり
ました。
ワクチン接種についても、１
月 日には庁内に 名からなる
プロジェクトチームを立ち上げ、
急ピッチで作業を進めていると
ころです。
現在、１か月延長された２度
目の緊急事態宣言のさなかにあ
り、市民の皆さんのご協力によ
り、感染はピーク時より減少し
てきていますが、いまだ新型コ
14

ロナの収束は見通せず、その影
響は、長期化し、引き続き、た

12

は、家計への支援と市内経済の

を対象としたＰＣＲ検査につい
て、現在、１回目を実施してい
るところです。また、市立病院
においては、人工透析室への陰
圧ブースの整備を進めています
が、引き続き、発熱者への対応
や検査、コロナ患者の受け入れ
など、新型コロナ対応に全力を
あげてまいります。
第２の柱である生活支援・経
済対策では、フードパントリー
について、社会福祉協議会を中
心に、民間企業のご協力もいた
だきながら、今月 日に１回目
を、来月 日に２回目を実施す
ることとなりました。また、全
ての市民の皆さんに１人３００
０円の電子商品券を支給する蕨
市電子商品券支給事業について

症化リスクの高い高齢者や障害
者が入居する全ての施設従事者
進めてまいります。
第３の柱であるワクチン接種
体制の確立については、この間、
プロジェクトチームを中心に、
医療機関との調整などを進めて
きましたが、接種体制や実施方
法については、次のとおりとす
ることといたしました。まず、
医療従事者へのワクチン接種に
ついては、埼玉県が対象者を取
りまとめ、３月より、市立病院
で実施する予定です。続いて、
歳以上の高齢者の皆さんへの
接種については、４月以降、
か所の市内医療機関での個別接
種と保健センターを会場とする
集団接種を併用する形で実施し、
３か月以内の完了を目指します。
その後、高齢者施設等の従事者

活性化につながる事業として、
７月の実施に向けて取り組みを

を行ってまいります。

とがない大事業となりますが、
ワクチン接種は、新型コロナ収

にしても、これまで経験したこ

高齢者の皆さんにワクチン接種
券を発送する予定です。いずれ

ルセンターを設置するとともに、

当面は、３月下旬に、集団接
種の予約や相談業務を行うコー

15

束への決め手として期待される

エスディージーズ

２つの重点課題
マニフェスト
②将来
 ビジョン、
に基づく重点事業
続いて、２つ目の重点課題で
あ る 、「 将 来 ビ ジ ョ ン と マ ニ フ
ェストの推進」についてです。
ここでは、防災や環境、教育、
技術革新など の目標を掲げる
17

ＳＤＧｓに向けた潮流の高まり
など、時代の変化に対応した３
つの重点事業と未来への３大プ
ロジェクトを力強く進めてまい
ります。
時代の変化に対応した
３つの重点事業
⑴防災・環境のまちづくり
まず、時代の変化に対応した
３つの重点事業でありますが、
１ つ 目 は 、「 防 災 ・ 環 境 の ま ち
づくり」です。
地球温暖化の影響も含めて、
近年、全国各地で多発する災害

25

25

▲

への備えやカーボンニュートラ
ルなど環境対策の重要性はます

ます高まっていることから、更
なる防災都市づくりと地球環境
にやさしいまちづくりを進めて
まいります。
まず第１は、デジタル化した
防災行政無線の本格的な運用に
よる防災都市づくりの推進です。
新たに設置した高性能スピーカ
ーにより、より広範囲の市民の
皆さんに情報をお届けするとと
もに、希望者には、放送内容を
電話やファックス、多言語化し
たメールで提供する一斉情報伝
達サービスを導入するなど、災
害対応の要ともいえる、災害情
報の迅速かつ確実な提供を行っ
てまいります。
第２に、災害に強い都市基盤
づくりに向けた橋りょうの改修

事業の推進です。蕨市では、これ
まで、老朽化した社会インフラ

の改修に力を入れてきましたが、

時代の変化に対応した教育の充実を図ります

蕨にとって、子どもたちは、
まちの未来そのものであり、少
子高齢社会のなかでの「選ばれ

こ せん

化に着手するほか、蕨跨線人道
橋の耐震診断、市内 橋を対象

第１は、こども医療費無料化
の拡大に向けた取り組みです。
蕨市では、県南地域でいち早く

るまち」に向けて、更なる子育
て支援・教育の充実を進めてま
いります。

とした２巡目の橋りょう点検を
実施するなど、橋りょうの改修
を重点的に進めてまいります。
第３に、道路照明灯及び公園
灯のＬＥＤ化による環境にやさ
しいまちづくりの推進です。合

⑵子育て・教育のまちづくり
重 点 事 業 の ２ つ 目 は 、「 子 育
て・教育のまちづくり」であり
ます。

明灯と公園灯について、 年間
のリース方式により、一気にＬ
ＥＤ化することで、大幅な電気
料の削減やＣＯ２排出の抑制を
図るとともに、適切な維持管理
につなげてまいります。
時代の変化に対応した
３つの重点事業

10

中学卒業までの医療費無料化を

新年度は、３年度からの４か年
計画で塚越陸橋の改修及び耐震

▲

わせて約１３００基ある道路照

59

65

ものであり、全庁的な体制で進
めてまいります。

耐震診断を実施する蕨跨線人道橋

や基礎疾患のあるかた、更には、
一般市民を対象に、順次、接種

新型コロナ感染症の対応に当たる市立病院
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実施し、それが現在では子育て
支援のスタンダードとして定着

す」の英語４技能テストやパソ
コンを活用した英語学習を組み
ジ ー テ ッ ク

するなど、子育てしやすいまち
づくりをリードしてきました。
新年度は、
これを更に一歩進め、
特に経済的負担の大きい入院に
ついて、令和４年 月から対象
年齢を 歳までに拡大するため、
対応するシステムの修正を行い
ます。
第２は、小・中学校体育館へ
のエアコン整備です。これは、
子どもたちを猛暑から守るとと
もに、災害時における避難所と
しての機能を高めるもので、新
年度は、中学校３校の体育館へ
のエアコン整備工事を実施する
とともに、小学校２校の設計を
行ってまいります。
第３は、時代の変化に対応し
た教育の充実です。まず、今年

合わせたＧＴＥＣを実施してま
いります。
時代の変化に対応した
３つの重点事業
⑶デジタル化の更なる推進
重点事業の３つ目は、「デジタ
ル化の更なる推進」です。蕨市
では、これまで、４次にわたる
情報化総合推進計画に基づき、
情報化への対応を進めてきまし
たが、国において、本年９月に
デジタル庁の設置が予定される
などデジタル化の動きが加速化
するなかで、社会全体のＤＸ、
デジタル・トランスフォーメー
ションに対応し、更なる行政の
デジタル化や市民サービスの向
上を進めてまいります。
第１は、デジタル化推進担当
の設置です。今後、設置される

度整備が完了した児童生徒一人
一台のパソコンを活用し、新年
度には、高い専門的スキルを持
ったＩＣＴ支援員を配置し、教
員への研修や授業のサポートを
行うなど、ＩＣＴ教育を本格化
させます。
次に、英語教育について、こ
れまでも、１校１名のＡＬＴ配
置など充実に努めてきましたが、
新年度は、生徒一人ひとりの英

▲

１つ目の「超高齢社会に対応
したまちづくり」では、第１に、
地域包括ケアシステムの構築に
向けた取り組みの推進です。そ
の要となる地域包括支援センタ
ーについて、４月から、新たに
塚越地区に開設し、３か所体制
で、専門家による相談事業や権

利擁護の取り組み、介護予防事
業など、高齢者の皆さんに対す
る、より充実した支援を進めて

蕨の未来に向けた
３大プロジェクトの推進

ナ対応を含めて、市民の健康を
守るために全力をあげるととも
に、地域医療構想の動向にも注
視しつつ、建替えを含む市立病
院の耐震化と老朽化対策につい
て、更なる検討を深め、その方
向性を見定めてまいります。

蕨駅西口再開発事業整備後の鳥瞰イメージ

デジタル庁においては、地方共
通のデジタル基盤の整備が推進
されることから、国や県と連携
した取り組みを進めるとともに、
今後予定される新庁舎の整備や
駅西口再開発事業での公共公益
施設の整備にあわせて、
来庁者へ
のサービスや内部業務における
デジタル化を進めてまいります。
第２は、税の納付等における
電子決済の導入です。税金や水
道料金、下水道使用料等の支払
ペ
イ
ペ
イ
ラ
イ
ン
いにＰａｙＰａｙやＬＩＮＥ 
ペ
イ
Ｐａｙなどのスマホ決済サービ
スを導入するとともに、市立病
院での支払いにクレジット決済
を導入してまいります。
第３は、まちづくりにおける
デジタル技術の活用です。蕨市
では、今年度、スマホ決済を活
用した経済対策や児童生徒一人
一台のパソコン整備などを進め
てまいりましたが、新年度にお
いては、電子商品券支給事業や
子育てＡＩとオンライン相談を

です。市立病院では、この間、
救急医療をはじめ、地域医療を
支える中核病院としての役割を
果たすとともに、新型コロナの
対応においても、公的医療機関
として重要な役割を担ってきま
した。新年度においても、引き

まいります。
第２に、将来構想に基づく市
立病院の充実に向けた取り組み
活用した産後うつ予防等の実証
実験などデジタル技術を活用し
た事業を推進してまいります。
蕨の未来に向けた
３大プロジェクトの推進
⑴超高齢社会に対応した
まちづくり
続いて、蕨の未来に向けた３
大プロジェクトについて、申し

続き、ワクチン接種や新型コロ

合により、権利者の意向を確認
し、調整を図りながら権利変換
計画の作成が進められており、

けて大きな節目を迎えることが
できました。
新年度でありますが、現在、
事業推進の母体となる再開発組

わしい駅前再開発の推進」では、
昨年８月に埼玉県から本組合設
立認可を受け、事業の推進に向

⑵蕨の玄関口にふさわしい
駅前再開発の推進
２つ目の「蕨の玄関口にふさ

▲

地域包括支援センターを増設して高齢者支援を充実

上げます。

▲

10

語活用能力の更なる向上を図る

税金や水道料金などの納付にスマホ決済を導入

18

ため、中学校２・３年生を対象
に 、「 読 む 」
「聞く」
「書く」
「話

【 5 】

建替えに向けて解体が進む旧庁舎

えしていくとともに、現在進め
ている旧庁舎の解体工事につい
ては、６月中に工事を終える予
定であります。
新年度は、令和５年秋の開庁

広報蕨などを通じて、市民の皆
さんに新庁舎のイメージをお伝
「 歴-史・文化を活かし『未来の
蕨』
を創造 人と環境にやさしく、
市民に親しまれ、
安全でコンパク
トな庁舎」
という基本理念の下に、
取り組みを進めてまいります。

に向け、いよいよ新庁舎建設工
事に着手しますが、引き続き、

体制の整備として、たいへんあ
りがたいことに、昨年、市民の

それでは、令和３年度蕨市一
般会計予算の概要について申し
上げます。
歳入においては、新型コロナ
の影響等により、歳入の根幹を
なす市税収入を前年度比６億９
０００万円減の１０９億３００
０万円、地方交付税は２億４０
００万円増の 億８０００万円、
国庫支出金は約２億９６００万
円増の約 億２９００万円と見
込んだほか、繰入金は約１億８

体の予算規模は、４８８億８１
８４万４０００円となりました。
次に、将来ビジョンに掲げる

スワクチン接種事業の費用やＩ
ＣＴ教育支援費用などを計上し、
予算総額は前年度比 ％増で、
過去最大となる２７７億３００
０万円となりました。
特別会計は、国民健康保険や
錦町土地区画整理事業など５つ
の会計からなり、その総額は１
４８億９４００万円、病院、水
道、下水道の企業会計合計額は、
億５７８４万４０００円で、
以上の全会計を合わせた蕨市全

らない通報を可能とするＮｅｔ
１１９緊急通報システムを導入
します。
また、防犯対策として、高齢
者の振り込め詐欺被害の防止な
どのために実施してきた通話録
音装置の無償貸与事業を電話機
設置補助事業に組み替え、より
防犯機能が充実した通話録音機
能を有する電話機の購入補助を
行ってまいります。
更には、国土強靭化基本法に
基づき、「国土強靭化地域計画」
を策定し、災害に強く、安全で

ネ ッ ト

かたから３２００万円の指定寄
附をいただいたことから、これ
を活用し、高規格救急自動車を
更に１台整備するとともに、聴
覚・言語機能に障害があるかた
が携帯端末を使用し、音声によ

２００万円増の約 億７００万
円、市債は約 億３００万円増
の約 億９３００万円と見込み

まちづくりの６つの基本目標及
び将来ビジョン推進プランⅡに
沿った行財政運営の主な施策に

暮らせるまち
１点目の「安全で安心して暮

ついて申し上げます。

6.7

今後、権利変換計画の認可を取
得し、早期の工事着手を目指し

▲

将来ビジョン６つの基本目標と推進プランⅡ

ました。
一方、歳出においては、新庁
舎建設費用や市民公園複合遊具

将来ビジョン
⑴安全で安心して

62

らせるまち」では、消防・救急

音声によらない通報が可能な119番通報システム導入

てまいります。また、公共公益
施設については、「豊かなときを
創る ほっとプレイス」を基本
コンセプトに、行政センターと
図書館の実施設計を進めており、
図書館については、多様で充実
した閲覧・学習ゾーンとともに、
ワ イ
自動貸し出し装置の導入やＷｉ
ファイ
―Ｆｉ環境、カフェや集会室機
能の整備など、駅前の利便性を
生かした魅力的な知の空間を創
出していきたいと考えています。

蕨の未来に向けた
３大プロジェクトの推進
⑶市民サービスと災害対応の
拠点となる市役所の建替え
３つ目の「市民サービスと災
害対応の拠点となる市役所の建
替え」では、このほど、実施設
計の概要を策定したことから、

改修工事、塚越陸橋の耐震補強
工事委託などの建設関連予算、
民間留守家庭児童指導室の増設
や子ども家庭総合支援拠点の設
置などによる子育て関連予算の

11

13

19

53

増額のほか、新型コロナウイル

ついて、４月から民間施設「（仮

への対応を強化してまいります。
更に、留守家庭児童指導室に

させるとともに、児童虐待防止

童とその家庭及び妊産婦からの
総合的な相談対応や支援を充実

総合支援拠点」を児童福祉課内
に設置し、これまでの家庭児童
相談室の機能も含め、全ての児

２点目の
「豊かな個性を育み子
どもたちの未来輝くまち」では、
４月から、新たに、子ども家庭
支援員や虐待対応専門員などの
専門職を配置した「子ども家庭

将来ビジョン
⑵豊かな個性を育み
子どもたちの未来輝くまち

安心して暮らせるまちづくりを
進めてまいります。

民間施設を含む留守家庭児童指導室は19施設に

室とな

称）キッズクラブ北町」が開室
し、これにより民間施設を含む

留守家庭児童指導室は

19

40
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り、定員数は、６８５人から７
２５人に拡充されます。
教育では、
新年度においても、
スクール・サポート・スタッフ
を各校に１名配置するとともに、
家庭との連絡、連携機能の強化
や緊急時における児童生徒の安
全管理面での機能向上のため、
クラウド型の保護者連絡システ
ムを導入します。更には、学校
給食センターの長寿命化に向け
て、洗浄室・調理室の換気設備
更新に向けた設計を行います。
将来ビジョン
⑶みんなにあたたかく
健康に生活できるまち

りいっそう進めていくためにパ
ンフレットを作成するほか、新
たに、レスパイトケア事業補助
を開始し、医療的ケアが必要な
超重症心身障害児についてショ
ートステイなどの施設の受け入
れ体制の充実を図り、介助する
家族の精神的、身体的負担の軽
減に努めます。
また、
健康づくりにおいては、

なまち」では、中心市街地の活
性化に向けて、蕨市中心市街地

補正予算も活用し、新年度には、
繰越明許費分 棟と合わせて

ては、令和２年度の国の第３次

となる予定です。
錦町土地区画整理事業につい

５点目の「快適で過ごしやす
く環境にやさしいまち」では、
公園等整備事業で、子どもたち
に大人気の市民公園の大型複合
遊具について、市民参加のワー
クショップでのご意見を踏まえ
た設計に基づく改修工事を行い、
いよいよこの秋にリニューアル

画の公開が予定されていますが、
主人公の通う学校や街並みなど、

業を採択し、コロナ禍で実施で

の心のケアや中高年の引きこも
りの予防など、５つの新たな事

マとして、幼児を持つ保護者へ

ちづくりでは、協働提案事業に
おいて、新型コロナ対策をテー

ち上げるとともに、在住外国人
の皆さんを含めた意識調査を実
施するなど検討を進めてまいり
ましたが、新年度は、お寄せい
ただいたご意見を盛り込みなが
ら、多文化共生指針を策定して
まいります。
多様な主体との協働によるま

将来ビジョン
⑸快適で過ごしやすく
環境にやさしいまち

蕨を舞台とした作品となってい
ることから、製作委員会と連携
し、各種イベントとタイアップ
した取り組みや女子プロサッカ
ーリーグの協力の下スポーツ教
室を実施するなど、蕨のＰＲも
含めて盛り上げていきたいと考
えています。

活性化基本計画の計画期間を更
に１年延長し、各種事業を引き
続き推進するとともに、商工会
議所等と連携し、中心市街地活
性化新プランの策定に取り組み
ます。
また、東京２０２０オリンピ
ック・パラリンピック関連事業
として、オリンピックの聖火リ
レーの実施に当たり、中山道蕨
宿の風情を生かした沿道の演出
に取り組むほか、未来を担う子
どもたちの心のレガシーとなる
よう、学校連携観戦チケットを
活用したバスケットボールやサ
ッカー観戦を予定しています。
そして、女子サッカーを題材
とした人気漫画「さよなら私の
クラマー」のテレビアニメ化が

棟の家屋移転を計画しており、

この４月から、更に初夏には映

着実な推進を図ってまいります。

きなかった令和２年度分の５事
業と合わせて 事業を実施する

つなぐ笑顔あふれるまち」では、

６点目の「一人ひとりの心で

育てＡＩやオンラインによる遠
隔相談を活用した産後うつ予防

祉・児童センターを拠点に、子

研究推進機構とほっこりーのプ
ラスとの連携協定に基づき、福

とともに、京都大学ＣＯＩ拠点

京大・
（株）ほっこりーのプラスとの協定締結式の様子

多文化共生のまちづくりに向け
て、昨年７月に市民懇談会を立

将来ビジョン
⑹一人ひとりの心でつなぐ
笑顔あふれるまち

32

聴覚障害の早期発見、
早期療育を
目的として、
新生児聴覚スクリー
ニング検査費助成を開始すると
ともに、
特定保健指導事業を民間
委託し、勧奨方法や実施方法の
拡大による利便性の向上などに
より、
実施率の向上を図ります。
将来ビジョン
⑷にぎ
 わいと活力、市民文化と
歴史がとけあう元気なまち

錦町の区画整理を着実に推進

３点目の「みんなにあたたか
く健康に生活できるまち」
では、
障害者福祉について、本議会に
上程する運びとなった手話言語
条例に基づき、手話が言語であ

地域ぐるみで手話への理解普及を更に推進

中心市街地活性化に向けて新プラン策定へ

４点目の「にぎわいと活力、
市民文化と歴史がとけあう元気

10

10

ることの理解と手話の普及をよ

【 7 】

たちに、
「困難を乗り越えて、平
和ですばらしい社会をつくって

が残るなかで、次代を担う若者

た。私は、そのなかで、あらた
めて、 年前、あの戦争の惨禍

対応が迫られることとなりまし

そして、当初、１月 日に予
定していた蕨の成年式も、その

力をしていただいています。

と、不要不急の外出自粛や営業
時間の短縮など、たいへんな努

以上が、新年度の主な施策と
なります。現在、２度目の緊急
事態宣言が発出されているなか、
市民の皆さん、事業所の皆さん
には、なんとか感染を抑えよう

実施していく予定です。

など、女性と子どもの心と体の
健康サポートを行う実証実験を

延期という判断をいたしました。

なく、ワクチン接種がある程度
進むと見込まれる今年の秋への

は 、 中止やオンライン開催では

機会をたいせつにしたい、との
思いから、蕨の成年式について

るさと蕨での仲間と触れ合える

担い手としてがんばってほしい、
とのエールを送るとともに、ふ

禍を乗り越えて、新しい時代の

こそ、ぜひ、発祥の地・蕨とし
て、新成人の皆さんに、コロナ

いられませんでした。
今のコロナ禍も、私たちの暮
らしに、そして、若い皆さんに、
たいへんな困難をもたらしてい
ます。私は、そんなときだから

強化のため、埼玉県との共同プ
ロジェクトチームに職員１名を
派遣し、本市における個人市県
民税の滞納整理を推進します。
また、土地開発公社の経営健
全化については、引き続き、第３
次経営健全化計画に基づき、
中央
３丁目地内の約７９０平方㍍の
土地の買戻しを行い、
約 億１９
００万円の借金削減を図ります。

保、収納率の向上を図ってまい
りましたが、更なる収納対策の

いました。

といたします。ありがとうござ

すよう、心からお願いを申し上
げ、令和３年度の施政方針表明

のお力添えをお寄せいただきま

は、このような全国に誇れる蕨
のまちづくりに、なおいっそう

ぜひ、新成人の皆さんには、世
界的な試練ともいえる今回のコ
ロナ禍を乗り越え、あの経験が
あったから、その後の人生がよ
り充実したものになったと言え
るよう、奮起されることを期待
しています。
そして、「困難を乗り越える中
で、発展を遂げていく」、それは、
まちづくりも同様であります。
私は市長として、市民の皆さん
とともに、この難局をなんとし
ても克服し、その歩みのなかで、
地域での触れ合い、絆を更に深
め、ときには、困難も市政にお
いて新たな可能性を開く力に変
えながら、蕨の未来への飛躍に
つなげていく決意であります。
市議会並びに市民の皆さんに

これは、古代ギリシャの詩人、
アイスキュロスの言葉ですが、

りますので、ご了承ください。
広報蕨 八四六号
蕨市役所秘書広報課広報広聴係
（緯 ・７７０３）

●令和３年度当初予算

・蕨市指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準を定める条例等の一部を
改正する条例
・蕨市福祉・児童センター設置及び管理条例
の一部を改正する条例
・蕨市道路の構造の技術的基準を定める条例

続いて、将来ビジョン推進プ
ランⅡに沿った行財政運営の取
り組みについて申し上げます。
これまで、市税等収納率向上
対策本部を立ち上げ、納税コー
ルセンターの設置など、歳入確

印刷・㈱秀飯舎

例の一部を改正する条例
・蕨市介護保険条例の一部を改正する条例

12

難局を克服して未来への飛躍につなげる年に

毎月一回発行

・蕨市重度心身障害者医療費の助成に関する
条例及び蕨市こども医療費支給に関する条

・令和３年度蕨市一般会計予算
・令和３年度蕨市国民健康保険特別会計予算

・町の区域を変更することについて
・専決処分の承認を求めることについて（令
和２年度蕨市一般会計補正予算（第７号））
・専決処分の承認を求めることについて（蕨
市国民健康保険条例の一部を改正する条例）
・専決処分の承認を求めることについて（職員
の給与に関する条例の一部を改正する条例）

理事業特別会計補正予算（第１号）
・令和２年度蕨市介護保険特別会計補正予算
（第３号）
・令和２年度蕨市後期高齢者医療特別会計補
正予算（第２号）
・令和２年度蕨市公共用地先行取得事業特別
会計補正予算（第１号）
・令 和２年度蕨市立病院事業会計補正予算
（第１号）
・令和２年度蕨市公共下水道事業会計補正予
算（第２号）

●その他

●一部を改正する条例

・教育委員会委員の任命の同意について
・人権擁護委員候補者の推薦について
・人権擁護委員候補者の推薦について

予算（第４号）
・令和２年度蕨都市計画事業錦町土地区画整

●人事案

・蕨市手話言語条例

・蕨市手数料条例の一部を改正する条例
・蕨市火災予防条例の一部を改正する条例
・蕨市国民健康保険税条例の一部を改正する
条例

・令和２年度蕨市一般会計補正予算（第８号）
・令和２年度蕨市国民健康保険特別会計補正

●新規条例

●令和２年度補正予算

令和３年第１回蕨市議会定例会に
市長から提出され、可決された議案
は次のとおりです。

の一部を改正する条例

・令和３年度蕨都市計画事業錦町土地区画整
理事業特別会計予算
・令和３年度蕨市介護保険特別会計予算
・令和３年度蕨市後期高齢者医療特別会計予
算
・令和３年度蕨市公共用地先行取得事業特別
会計予算
・令和３年度蕨市立病院事業会計予算
・令和３年度蕨市水道事業会計予算
・令和３年度蕨市公共下水道事業会計予算
・蕨市立公民館設置及び管理等に関する条例
の一部を改正する条例

～今議会で可決された議案～

将来ビジョン推進プランⅡ
持続可能な都市・蕨に向けた
行財政運営

いこう」と激励するため、全国

「英知は苦難から
もたらさる」

11

令和三年四月一日発行

※表記その他に若干の変更があ

に先がけて成年式を行った蕨の
先人たちに、思いをはせずには
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