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さいたま市議会議員（西区選出）
かない

やすひろ

市政レポート

金井康博 第11号
新型コロナ感染症ワクチン接種について
新型コロナワクチン接種が医療従事者以外にも始まります。接種券も随時郵送されてきます。
接種時期はワクチンの供給量によります。
さいたま市では、市内の接種実施医療機関での個別接種のほか区役所等での集団接種を実施
する予定です。西区内に開設される集団接種会場は西区役所、イオン大宮西店（西区三橋６丁
目）です【4月9日現在】。

接種会場は、個別接種・集団接種ともに、市内の会場であれば
お住まいの区以外でも接種可能です。
最新情報は、下記のさいたま市のホームページまたはコールセンターにてご確認ください。
●さいたま市ホームページ内のワクチン接種のお知らせページ
トップページ＞健康・医療・福祉＞健康・医療＞インフルエンザ・感染症＞新型コロナウイルス関連情
報＞市民向けの情報＞ワクチンに関する情報＞新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ
詳しくはQRコードから
ご確認ください
https://www.city.saitam
a.jp/002/001/008/006/0
13/008/p078354.html

●さいたま市コロナワクチン コールセンター

・電話番号 : 0570-028-027 ※通話料がかかります。
・ファックス番号 : 0570-020-810

受付時間:午前9時～午後5時（土曜日、日曜日、祝日も含む）※英語、中国語、韓国語にも対応しています。

5月1日が 「さいたま市民の日」に制定されました
さいたま市は誕生２０周年を迎えます。これを機に市民のみなさ
んが、郷土である本市の歴史や文化に親しみ、市民としての一体感
とまちづくりに自ら参画する意識を高め、魅力ある本市を将来にわ
たって創っていくことを期する日として制定されました。

市立小中学校、市立高校、市立特別支援学校、
大宮国際中等教育学校は休校となります。
また、市内施設の一部の入場料等が毎年無料となります。

一部の入場料等が毎年無料となる主な市内施設
●「さいたま市大宮盆栽美術館」：観覧料無料(通常一般310円)
●「さいたま市宇宙劇場」：ホール入場料無料(通常大人620円)
●「さいたま市岩槻人形博物館」：観覧料無料(通常一般300円)
●「三橋総合公園」：トレーニング・エリア(通常1時間100円)及び
屋内プールの利用料金(通常一般440円)無料

など

詳しくはQRコードから
ご確認ください
https://www.city.saitama.jp/0
06/012/001/007/p079621_d/f
il/siyouryoutou_muryou.pdf
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さいたま市 令和3年度当初予算について
さいたま市の令和３年度当初予算が、さいたま市議会2月定例会で可決されました。

令和３年度当初予算の規模
◆一般会計、全会計予算総額ともに過去最大の予算規模
・一般会計 ６，１１８億円 （前年度比 ＋４９１億円 ＋８．７％）
・特別会計 ３，１８９億円 （前年度比 ＋２２億円 ＋０．７％）
・企業会計 １，２５０億円 （前年度比 ▲１４億円 ▲１．１％）
・全会計

１兆５５７億円 （前年度比 ＋４９９億円 ＋５．０％）

◆一般会計の主な増減要因
［歳

入 ］ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により市税収入が減少するものの、
国庫・県支出金等の増により、全体として増。

［歳

出 ］ 新型コロナウイルス感染症関連事業、中小企業融資貸付金、社会保障関係
経費（扶助費等）の増。

［収支不足］市税収入の減少や扶助費等の増により、財政調整基金繰入金は前年度から増。

予算審査の中で各事業の状況を確認いたしました。その一部をご報告いたします。

①指扇公民館について
【金井康博質問】西区は人口が急増している。指扇公民館を今後どう考えているか。
【学校施設課長】指扇小学校と指扇公民館との複合化を検討。老朽化が進んでいる指
扇小学校の校舎改築と併せて指扇公民館を指扇小学校敷地に建替えて複合化の案で
進めていく。令和３年度は集会室及びコミュニティ機能の拡充など地元要望に沿っ
た形で地元の方々に説明しご意見を伺いながら基本計画を策定していく。

～ 指扇公民館 ～

【金井康博質問】複合化の際駐車場の広さが問題だがどうするのか。
【学校施設課長】基本計画策定の中で必要台数について検討していく。

★Point

現在、さいたま市では清水市長の公約でもある「公共施設マネジメント計画」があり、施設
の更新（建替）は複合施設とするとされています。

②西楽園について
【金井康博質問】西楽園の駐車場は砂利敷きで雨天時は水溜まりで歩けないが改善を検討しているか。
【高齢福祉課長】現在の修繕メニューに入っていない。都度砂利を引いているが今後
どのようなことができるか検討していく。
【金井康博質問】大広間は畳敷きで高齢の方が立ち上がるのは大変な状況である。
テーブルや椅子を入れていくのか。
【高齢福祉課長】来年度中規模改修を予定しており、大広間は現在全面畳敷きである

～ 西楽園 ～

が、半面を洋室化しテーブル等を検討している。

★Point

西楽園の中規模改修は令和４年１月から約一年間を予定しています。
主な工事内容として屋根防水工事、内装・外装工事、配管工事、ボイラー交換工事等。
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③JR川越線 荒川橋梁架け替えについて
【金井康博質問】橋梁架け替えに関する調査負担金が予算化されたが調査内容は。
【交通政策課長】日進駅-川越駅間の複線化の内容も含め、現状の分析、課題の整理、複線化仕様の橋梁形状
の検討までやっていく。

★Point

昨年12月21日に清水市長へJR川越線複線化の要望書を提出いたしました。今回の調査は
埼玉県が調査を発注し行います。さいたま市25％、川越市25％、埼玉県50％で調査費を
負担いたします。さいたま市は令和3年度分としては100万円です。

④成人式について
【金井康博質問】さいたまスーパーアリーナで開催しているが、アリーナ部分が使用されず活用されていない。
アリーナ部に成人のための席を設けるべきでは。
また、令和２年度は１０月１６日に２部制で行うことが発表された。令和３年度は。
【青少年育成課長】席について、しっかり検討していく。令和３年度は、現在のところ何部制で行うか未定。
【金井康博質問】成人も準備の予約などあるので早く決めるべきでは。
【青少年育成課長】５月に第１回実行委員会を開催予定なのでここで市の考えを提示する。
【金井康博質問】今年はオンラインで開催された。新成人から今までのような成人式ができなかった。
今後代わる何かをやってほしいとのメッセージがあったがどのように受け止めているか。
【青少年育成課長】緊急事態宣言中(３月５日時点)なので落ち着いたら検討をしていく。

★Point

民法の改正で令和4（2022）年4月から成年年齢が18歳に引き下げられることになりま
したが、令和4年度（令和5年1月実施）以降の式典についても、さいたま市は現行どおり
20歳を対象とすることとなりました。名称は現在検討中です。
ちなみに川口市は「はたちの集い」です。

⑤さいたま市花火大会について
【金井康博質問】さいたま市誕生２０周年にふさわしい花火大会を開催するとあるがどのようなことか。
【観光国際課長】平成２３年度に大和田公園、大間木公園、岩槻の文化公園会場において実施してきた。
令和３年度も市内３会場で開催を予定。
【金井康博質問】政令指定都市移行２０周年記念花火大会は考えているのか。
【観光国際課長】１０周年、１５周年とやってきた。政令指定都市移行２０周年は令和５年度にあたる。
節目の年であるので記念花火大会の開催を研究していく。

★Point

政令指定都市移行15周年記念花火大会は平成30年10月13日（土）に荒川総合運動公園と
大宮けんぽグラウンド内一部区画を会場として約１万発の花火が打ち上げられました。
平成29年に一般質問で開催すべきと提案しましたがその際は消極的な答弁でした。
翌年の当初予算にて開催が実現しました。

⑥放課後児童クラブ(学童保育)について
【金井康博質問】保育園の待機児童が問題になっているが、卒園生が小学校に入ってからも人数が増え問題で
ある。令和３年度の具体的な対策は。
【青少年育成課長】今まで消極的なアプローチであった。新たに１６クラブ５６０名分を整備するための予算
を計上した。新規事業者の参入に関しても地域における放課後児童クラブの需要、運営事業者との意見交換
を行いながら検討していく。

★Point

さいたま市は、市が整備し運営する学童の形態でなく、民設民営を進めています。
しかし、職員の処遇、運営費の補助の少なさが大きな問題であり、経営は厳しい状態に
あります。私も引き続き問題の解決に向け取り組んでいきます。
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水判土交差点に矢印信号が増設！
大宮駅方面から来て指扇方面へ右折する車が多くなり、右折レー
ンはあるものの右折できない車が多く渋滞が発生しておりました。
地元の方からも要望をいただき、日下部県議にご尽力いただき、
３月１９日右折用の矢印信号が設置されました。
右折しやすくなり渋滞が減っていることを確認いたしました。

加茂川団地南側道路に歩道完成！
施工前

この区間のみ歩道がなく危ないとの声をい
ただき、調査をしました。
その結果、道路右側にさいたま市の未利用
地があり、ここを活用し車道を右へ移動。新
たに歩道を整備いたしました。

施工後

鴨川の雑木等整備
施工前

施工後

令和元年台風１９号で鴨川も下流部で氾濫
し浸水被害が発生しました。少しでも被害を
減らすために河川内の土砂撤去をして鴨川の
流域断面を増やすことと、雑木等の処分をし
ての景観整備を日下部県議のご尽力のもと実
施しました。

現在取組中の案件について
●大雨時による道路等の冠水対策
●馬宮中学校西側での佐知川地区と
二ツ宮地区をつなぐ道路の新設

●下水道整備の促進
●学校での新型コロナ対策
など

今後も、皆様から頂いた要望等に全力で取り組んでまいります。
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市民の皆様からのご意見・ご要望をお寄せください
さいたま市議会議員（西区選出） 金井康博
事務所住所：〒331-0057 さいたま市西区中野林409-4
TEL：048-788-2420 ／ FAX：048-788-2421
E-mail : voice@kanai-nishi.com
HP :「金井やすひろニュース」で検索
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至 指扇駅

金井康博 プロフィール

27

〈生年月日〉
昭和 年１月６日
現さいたま市西区生まれ
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〈経 歴〉
・昭和 年
大宮市立植水中学校卒業
・平成３年
埼玉県立浦和東高校卒業
・平成９年
東洋大学工学部 土木工学科卒業
・平成９年
㈱ガイアートクマガイ入社
平(成 年退社 )
・平成 年
㈱イマギイレ入社
平(成 年退社 )
・平成 年４月
さいたま市議会議員選挙初当選
（現在２期目）

-

〈家 族〉
妻、長男、長女、
次男、ねこ (匹 )

会
- 派内 役職
総務会長

さ
- いたま市議会 所属委員会 （令和３年４月現在）
○まちづくり委員会（委員長）
○予算委員会
○オリンピック・パラリンピック
競技大会支援特別委員会

〈主な所属団体等〉
・さいたま市消防団植水分団
・ボーイスカウトさいたま
第 団育成会会長
・大宮自衛隊協力会
・彩衛会
・あけぼの会
・埼玉県防衛協会
・馬宮地区ソフトボール協会会長
・大宮女子ソフトボール愛好会
副会長
・大宮アルディージャ後援会
・実践倫理宏正会
・さいたま新都心倫理法人会
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水判土交差点

約２５０m

関根運輸様
斉藤自動車様

金井やすひろ
事務所
至 大宮光陵高校

