
質 疑 質 問

　２月定例会では、知事から提出された議案を審査
するに当たり、自由民主党６人、無所属県民会議３
人、民主フォーラム２人、公明党２人の議員が登壇
し、それぞれの立場から提出議案に対する質疑並び
に県政に対する質問を行った。

２月26日

自由民主党代表　　小　島　信　昭　議員
無所属県民会議代表　　岡　　　重　夫　議員

３月１日

民主フォーラム代表　　田　並　尚　明　議員
公 明 党 代 表　　西　山　淳　次　議員

３月２日

自 民　　小　川　真一郎　議員
県 民　　江　原　久美子　議員
民主フォーラム　　白　根　大　輔　議員

３月３日

自 民　　千　葉　達　也　議員
公 明　　萩　原　一　寿　議員
自 民　　宇田川　幸　夫　議員

３月４日

自 民　　永　瀬　秀　樹　議員
県 民　　鈴　木　正　人　議員
自 民　　諸　井　真　英　議員

自由民主党代表

小　島　信　昭　議員

１　新型コロナウイルス感染症対策について
（1）感染防止の取組
（2）経済対策
２　知事公約について
（1）進捗状況について
（2）埼玉版スーパー・シティプロジェクトについて
（3）あと数マイルプロジェクトについて
３　令和３年度の行財政運営の基本姿勢について
　　～財政調整のための基金残高確保と職員定数の
拡充～
４　県土強靭化対策の推進について
　　～積極的な社会資本整備を～
５　デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の
推進による超スマート社会（Society5.0）の実現
に向けて
（1）行政のデジタル化
（2）地域及び民間事業者におけるデジタルトラン
スフォーメーション（ＤＸ）の推進

（3）スマート農業の推進
６　県庁舎の老朽化対策について
７　エッセンシャルワーカーの確保について
（1）医療人材確保
（2）保育人材確保
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無所属県民会議代表

岡　　　重　夫　議員

１　令和３年度埼玉県一般会計当初予算案について
２　新型コロナウイルス感染症について
（1）新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措
法）と感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律（感染症法）の改正などにつ
いて

（2）ワクチン接種の副反応や体制整備などについ
て

３　自殺防止対策について
４　児童虐待防止に向けた取組について
５　生活困窮者への食糧支援について
６　第８期埼玉県高齢者支援計画について
７　県立高校卒業生の就職支援について
８　農業の担い手育成事業について
９　コロナ禍で県内の治安を維持するための取組に
ついて

民主フォーラム代表

田　並　尚　明　議員

１　財政について
（1）令和３年度予算について
（2）財源調整のための３基金について
（3）国からの交付金等について
（4）今後の財政運営について
２　ＤＸについて
３　児童虐待対策について
４　コロナ禍における高齢者の健康づくりについて
５　コロナ禍における雇用問題とその対策について
６　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
事業者支援について
７　ＩＣＴ教育について
８　少子化対策について
９　運転免許証更新時の高齢者講習について
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自由民主党公明党代表

小　川　真一郎　議員西　山　淳　次　議員

１　医療機関への経営支援について
２　コロナ禍における姉妹友好州省との交流につい
て
３　ＮＨＫ大河ドラマを契機とした観光振興とＰＲ
推進について
（1）「青天を衝け」に合わせた観光振興について
（2）埼玉150周年に絡めた「鎌倉殿の13人」のＰ
Ｒ推進について

４　将来の埼玉農業を担う農家子弟も含めた新規就
農者の確保と育成について
５　プラスチックごみ問題の解決に向けて
６　県北地域における産業団地の整備について
７　県道深谷嵐山線のバイパス整備について

１　新型コロナウイルス感染症対策について
（1）ワクチン接種
（2）医療体制の強化
（3）スタッフの確保
（4）子どもの貧困への支援
（5）情報発信の強化
２　コロナ禍が意味するものは何か？
３　地球環境問題への挑戦
（1）ＣＯ２排出ゼロに向けて
（2）再生可能エネルギーの拡大
（3）脱プラスチック社会に向けて
４　先人に学ぶ流域治水対策
５　３.11をもう一つの「防災の日」に
６　35人学級と優秀な教員確保に向けて
７　当事者目線からのヘルプマークの普及について
８　三富地域に新たな懇話会を
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無所属県民会議

江　原　久美子　議員

１　渋沢栄一をブームで終わらせない
（1）庁内連携強化に知事のリーダーシップを
（2）子どもたちの学びに渋沢栄一を
（3）豊富な人材と所蔵の品を生かして
２　県立高校の再編整備に発想の転換を
３　あなたの時間を倍にする「聴く本（オーディオ
ブック）」の導入を
４　コロナ後の県庁の働き方について
（1）テレワークの推進について
（2）ＩＣＴ環境の課題解決に向けて
５　職員のＩＣＴスキルを踏まえた人材配置につ　
いて
（1）効果的な人材配置について
（2）体系的なＩＣＴ教育・研修を
６　増加する計画策定への対応について
７　骨髄移植ドナー登録を更に増やすために
（1）ドナー休暇制度を増やすべき
（2）骨髄移植ドナー助成制度の見直し
（3）活動団体への支援
８　移動交番車について
（1）効果を発揮する条件とは
（2）運用の可能性は

民主フォーラム

白　根　大　輔　議員

１　あと数マイルプロジェクトについて
（1）地下鉄７号線延伸について
（2）日暮里・舎人ライナーの延伸について
２　埼玉高速鉄道の利用促進について
３　新型コロナウイルス感染症への対応について
（1）「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」を
最大限活用するための取組について

（2）新型コロナワクチン接種に関する情報共有の
場の活用について

（3）「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を
行っている飲食店に対してインセンティブを

４　教育格差是正に向けた取組について
５　学校の働き方改革について
６　年末年始における生活困窮者支援等に関する臨
時相談窓口の設置について
７　「あんしん賃貸住まいサポート店制度」につい
て
（1）生活困窮者相談窓口との連携体制について
（2）サポート店に対するワンストップ相談体制に
ついて

８　地元問題
（1）見沼代用水東縁と水辺周辺の活用事業につい
て

（2）県南地域に県営の屋内50メートルプールを
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自由民主党

千　葉　達　也　議員

１　病室内のＷｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）整備につい
て
（1）埼玉県立病院について
（2）総合リハビリテーションセンターについて
（3）民間病院や公的病院への導入促進について
２　若年者の在宅ターミナルケア支援について
３　教育施設の耐震化について
（1）本会議における過去の答弁について
（2）耐震化率100％に向けた今後の計画について
（3）市町村立小中学校の耐震化率について
４　「川の国埼玉」の実現に向けて
（1）農業集落排水処理施設の下水道接続について
（2）単独処理浄化槽の転換促進と浄化槽の管理の
向上について

５　本県の水田フル活用ビジョンに基づく政策につ
いて
６　中川上流のかんがい排水と中川改修について
（1）かんがい排水事業の進捗状況と課題について
（2）中川改修の進捗状況と今後の見通しについて
７　地元問題について
（1）加須・板倉利根川新橋の早期建設について
（2）東武伊勢崎線の立体交差について
（3）国道125号加須羽生バイパスの４車線化につ
いて

（4）県道久喜騎西線バイパスの整備推進について

公　明　党

萩　原　一　寿　議員

１　新型コロナウイルス感染症対策について
（1）県内経済への影響と中小企業の支援策につい
て

（2）雇用対策について
（3）情報発信について
（4）誹謗中傷への対策について
２　がん治療と仕事の両立支援について
３　不妊治療と不育症対策について
４　環境科学国際センターについて
５　住宅施策について
（1）マンション施策について
（2）県営住宅について
６　シルバーサポーター制度について
７　福祉タクシー券について
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自由民主党

宇田川　幸　夫　議員

１　スタートアップの創出に向けて
（1）支援体制整備の方向性について
（2）埼玉県の特色を生かした支援について
（3）起業家教育について
２　県の計画に対するコロナ禍の影響の反映につい
て
（1）埼玉県５か年計画について
（2）埼玉県子育て応援行動計画について
３　児童発達支援センターについて
（1）機能強化について
（2）医療ネットワークの構築・強化について
４　認知症対策について
（1）埼玉県認知症施策推進計画について
（2）「チームオレンジ」構築のための支援につい
て

５　ＣＯＰＤ対策について
（1）ＣＯＰＤの危険性や予防法の周知について
（2）セルフチェックの推進について
６　産前・産後のサポートについて
（1）産後ケアの努力義務化について
（2）コロナ禍におけるリモート対応への取組につ
いて

７　日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）などの外部
研究費を活用した魅力的な環境の整備と医師確保
について

自由民主党

永　瀬　秀　樹　議員

１　地域公共交通政策について
２　日暮里・舎人ライナーの延伸について
３　県有資産の維持管理について
４　未整備都市計画道路の整備促進について
５　新型コロナウイルス感染症の対応について
６　地域の課題
（1）緑地保全について
（2）芝川第一調節池の早期完成について
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無所属県民会議

鈴　木　正　人　議員

１　新型コロナウイルス感染症対策における手洗い
と消毒の徹底について
２　人権問題解決に向けたウイグル人への埼玉県と
しての支援について
３　厳しさを教える教育について
４　領土・主権教育における現在までの取組と成果
及び今後の取組について
５　地域包括ケアシステムにおける支え手の確保や
成年後見制度の利用促進状況について
６　北朝鮮による拉致問題解決のための施策につい
て
（1）映画「めぐみへの誓い」への支援について
（2）北朝鮮による拉致問題啓発教材及びＤＶＤの
活用状況について

７　離婚後の親子交流について
（1）親子面会交流への支援について
（2）親になるための学校教育について
８　児童相談所の新設について

自由民主党

諸　井　真　英　議員

１　新型インフルエンザ等対策特別措置法改正に伴
う県の役割について
２　埼玉県の救急医療の現状について
（1）新型コロナウイルス感染の疑いのある患者の
救急搬送について

（2）利根医療圏の小児二次救急医療体制の現状に
ついて

３　パート保育士の活躍促進と質の確保の矛盾につ
いて
４　未成年者と関わる職業から性犯罪者を排除する
には
（1）ベビーシッターの質の確保について
（2）わいせつ事件で懲戒処分を受けた教員の現場
復帰について

５　これからの県立高校の在り方について
６　東京五輪を成功させるには
（1）五輪開催に関する諸課題について
（2）五輪開催中の医療体制について
７　県道羽生外野栗橋線の整備について
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