
■　６月７日（月）

　　　　　　議　運　日　誌（第１回）　　　　　　

　午後２時１分開会
１ 　６月定例会の付議予定議案について、砂川
副知事及び企画財政部長から説明。
２ 　請願の受付状況について、議事課長から説
明。
３ 　質疑質問者数、質疑質問日数及び会派別日
別質疑質問者の割り振りは次のとおりとする
ことを了承。

４　質疑質問者氏名及び質問形式並びに質問日
の報告期限は、休日を除いた開会日前日に当
たる６月11日(金)の正午までとすることを了
承。

５　６月定例会の会期予定は、委員長案を基に
協議した結果、６月14日から７月２日までの
19日間とすることを了承。
６　発言通告書の提出期限は、先例どおり、一
括質問・一括答弁式で行われる質疑・質問に
ついては、休日を除き、発言の２日前の正午
まで、一問一答式で行われる質疑・質問につ
いては、休日を除き、発言の３日前の正午ま
でとすることを確認。

７　６月定例会会期中の新型コロナウイルス感
染防止の対応について、次のとおり申し合わ
せるとともに、執行部に対しても協力を要請
することを了承。
（1）　本会議における対応

ア　３密回避のため、おおむね３分の１の
議員は第４委員会室で審議する。
　　ただし、採決時は全員が本会議場で審
議。
イ　執行部の出席は、必要最小限の出席者
とするよう要請する。
ウ　議長席、演壇及び一般質問（一問一答
式）の質問者席に透明なアクリル板を設
置し、その場におけるマスクの着脱を可
能とする。
エ　傍聴者は、傍聴席の間隔を広げての着
席を促す。傍聴者が多数の時は、一部委
員会室でのモニター傍聴とする。

（2）　委員会における対応
ア　執行部の出席は、必要最小限の出席者
とするよう要請する。
イ　傍聴者については、傍聴席の間隔を広
げての着席を促す。

８　新型コロナウイルス感染防止のため、本会
議における議員の出席について、次のとおり
決定。
（1）　議長、副議長及び議運正副委員長を除き、

議員を３区分し、休憩または散会ごとに交
代で第４委員会室で審議する。

（2）　第４委員会室で審議する議員についても、
本会議に出席したものとみなす。

（3）　登壇する機会のある議員については、区
分にかかわらず、本会議場で審議する。

（4）　定めのない事項については、議長が判断
する。

９　本会議のテレビ放送予定を了承。また、テ
レビ広報番組「こんにちは県議会です」を制
作し、放映することを説明。
10　一般質問における一問一答式の答弁者の待
機席の設置について、議会運営の効率化を図
るため、演壇付近に待機席を設置し、次のと
おり運用することを了承。

６月定例会の経過

会派 第１日 第２日 第３日 第４日 第５日 計

自 民 １ １ ２ ２ ３ ９

県 民 １ １ ２

民主フォーラム １ １ ２

公 明 １ １

共 産 党 １ １

改 革

無 所 属

計 ３ ３ ３ ３ ３ 15

議会運営副委員長
宇 田 川　 幸 夫

議会運営副委員長
江　 原　 久 美 子

議会運営委員長
立 石 泰 広
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（1）　答弁者は、自席から演壇へ移動して答弁。
（2）　答弁後、待機席へ着席（知事を除く。）。
（3）　質問者は、答弁者が待機席に着席したこ

とを確認してから発言（再質問、再々質問
又は次の項目）。

（4）　質問者の発言が再質問（再々質問）の場
合、又は次の質問項目の答弁者も同一であ
る場合、答弁者は待機席で待機し、演壇へ
移動して答弁。

（5）　次の質問項目の答弁者が違う場合、答弁
者は次の質問項目に移ったことを確認し、
自席へ移動。

11　ペーパーレス会議システムの導入について、
令和３年９月定例会からの試行に先立ち、シ
ステムの操作研修会を開催することを了承。
　　また、今後の議運で、ペーパーレス会議シ
ステムの導入に係る利用基準の策定や通信機
器の持込み等に係る申合せについて協議して
いくことを了承。
12　自民から、新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金の地方への速やかな交付
を求める意見書を提出したい旨の発言がなさ
れ、開会日６月14日の議運で、案文、提案者
等を確認の上、同日の本会議に上程すること
を了承。
　午後２時33分閉会
　 　

■　第１日〔６月14日（月）〕

代　表　者　会　議

　午前９時２分開会
１　知事追加提出議案（人事議案）について、
知事から説明。
２　埼玉県議会「埼玉県・オハイオ州姉妹提携
30周年」親善訪問団の派遣について協議。昨
年６月定例会で延期を決定したが、世界的な
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を踏
まえ、派遣を中止せざるを得ないとの意向が
議長から示され、中止に向けて手続きを進め
ることを了承。議運に今後の手続きを依頼。
　午前９時 ４分休憩
　午前９時 ５分再開

　午前９時 ６分閉会

　　　　　　議　運　日　誌（第１回）　　　　　　

　午前９時31分開会
１　小林哲也議員から議長宛てに議員辞職願が
提出された旨の報告があり、本日の本会議冒
頭で、異議なし採決により諮ることを了承。
　　また、辞職許可後の会派別所属議員数は次
のとおりとなることを確認。

２　小林哲也議員の辞職許可後、会派別所属議
員数の変更に伴い、自民の議席の枠を変更す
ることを了承し、これを受けて、自民の議席
を変更することを了承。
　　なお、議席の一部変更については、本日の
議事の最後に行うこととし、新議席への着席
は、６月18日(金)からとすることを了承。
　　また、これに伴う氏名柱及び登退庁ランプ
の調整については、本日の本会議散会後に行
うことを了承。
３　常任委員の所属変更について、次のとおり
了承。
　　本　木　　 　議員（自民）
　　　　総務県民生活　→　産業労働企業
４　知事追加提出議案について、砂川副知事か
ら説明。
５　本定例会において質疑質問を行う議員の氏
名を確認し、発言順位の調整を行った。
　　その結果は次のとおりである。

会派名称（略称） 所属議員数 代表者氏名

埼玉県議会自由民主党議員団
（自　民） 49 小　島　信　昭

無所属県民会議
（県　民） 14 岡　　　重　夫

埼玉民主フォーラム
（民主フォーラム） 10 田　並　尚　明

埼玉県議会公明党議員団
（公　明） ９ 西　山　淳　次

日本共産党埼玉県議会議員団
（共産党） ６ 柳　下　礼　子

無所属改革の会
（改　革） １ 中　川　　　浩

無　所　属 １ ―

合　　　計 90
（欠員３）
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６　議員提出議案について
（1）　意見書案１件の案文及び提案者を確認。
（2）　提案説明はないことを確認。
（3）　質疑はないことを確認。
（4）　委員会審査は省略することを確認。
（5）　討論はないことを確認。
（6）　採決区分は次のとおりであることを確認。

７　意見書・決議案について、各会派から提出
するものは、件名を質疑質問の中日・６月22
日(火)、案文を質疑質問の最終日・６月24日
(木)、それぞれ午後５時までに議運委員長に
提出することを了承。各会派間において意見
調整を必要とするものを正副委員長に一任す
ることについて、自民から、意見書・決議案
の調整方法に係る提案があり、今後の議運で
協議していくことを了承。
　　また、委員会から提出するものは、最終
日・７月２日(金)の朝までに議運委員長に報
告することを了承。
８　埼玉県議会「埼玉県・オハイオ州姉妹提携
30周年」親善訪問団の派遣について、本日の
代表者会議において、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響により、中止せざるを得ない
との意向が、議長から示された旨の報告がな
され、今後の議運で協議することを了承。

９　本日の議事日程を確認。
10　県政記者クラブ加盟社が、本定例会の本会
議をテレビ取材することを了承。
　午前９時53分休憩
　 　
　〔本　会　議〕

　本日招集の令和３年６月定例会は、午前10時６分
に開会され、直ちにこの日の本会議が開かれた。
　まず、小林哲也議員の議員辞職の件が議題とされ、
許可された。
　次に、
　　58番　萩　原　一　寿　議員
　　59番　水　村　篤　弘　議員
の２名が会議録署名議員に指名された後、本定例会
の会期は、本日から７月２日までの19日間とするこ
とに決定された。
　次に、常任委員の所属変更が次のとおり行われた。
　　本　木　　 　議員（自民）
　　　総務県民生活　→　産業労働企業
　次に、議員から提出された議第19号議案（意見書
案１件）の報告後、本議案を急施事件と認め、上程
がなされ、提案説明は省略され、質疑はなく、委員
会審査は省略され、討論もなく、採決が行われた結
果、原案のとおり可決された。
　次に、諸報告に入り、
１　５月臨時会において可決した意見書・決議の処
理結果
２　一般会計継続費逓次繰越、繰越明許費繰越、事
故繰越し繰越
３　特別会計継続費逓次繰越
４　公営企業会計継続費逓次繰越、予算繰越
５　地方自治法第243条の３第２項の規定に基づく
法人の経営状況
６　現金出納検査結果（令和３年４月分）
７　地方自治法第121条第１項の規定に基づく説明者
の報告がなされた。
　次に、本定例会に知事から提出された議案14件の
報告がなされた後、知事提出議案が一括上程され、
知事の提案説明が行われた。
　最後に、議席の一部変更が行われた。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時６分開会　　午前10時21分散会

月日（曜） 発言順位 議席番号 氏　　名 会派名 質問形式

６月18日(金)

１ 50 日下部伸三 自 民 一問一答

２ 2 岡村ゆり子 県 民 一問一答

３ 25 町田　皇介 民主フォーラム 一問一答

６月21日(月)

１ 21 宮﨑　吾一 自 民 一問一答

２ ９ 深谷　顕史 公 明 一　　括

３ 27 守屋　裕子 共 産 党 一　　括

６月22日(火)

１ ６ 高橋　稔裕 自 民 一問一答

２ 14 八子　朋弘 県 民 一　　括

３ 22 関根　信明 自 民 一　　括

６月23日(水)

１ 38 内沼　博史 自 民 一問一答

２ 42 山根　史子 民主フォーラム 一　　括

３ 35 浅井　　明 自 民 一問一答

６月24日(木)

１ 48 細田　善則 自 民 一問一答

２ 33 吉良　英敏 自 民 一問一答

３ 69 梅澤　佳一 自 民 一　　括

区　　　　分 備　　　考

議第19号議案 各会派、無所属とも原案可決
に賛成
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　　出席議員90人　欠席議員１人
　　（令和３年６月14日現在在職議員91人）
　　※小林哲也議員辞職許可後の在職議員数は90人

■　第２日〔６月15日（火）〕

　議案調査

■　第３日〔６月16日（水）〕

　議案調査

■　第４日〔６月17日（木）〕

　議案調査

■　第５日〔６月18日（金）〕

　　　　　　　　議　運　日　誌　　　　　　　　
　午前９時30分開会
１　知事追加提出議案（第102号議案）につい
て、砂川副知事及び企画財政部長から説明
（急施を要するので、他の案件に先立って審
議されたい旨、要請があった。）。
２　知事追加提出議案（第102号議案）の取扱
いについて
（1）　本日の本会議に上程、提案説明を行うこ

と、一般質問３人目終了後に、質疑、委員
会付託を行い、委員会を開会。その後、委
員長報告を行い、委員長報告に対する質疑、
討論、採決を行うことを了承。

（2）　質疑がある場合には次のとおりとするこ
とを了承。
ア　各会派及び無所属のそれぞれ１人以内
イ　質疑時間は１人５分以内
ウ　再質疑及び再々質疑は、先例のとおり
良識の範囲内
エ　発言順序は多数会派順
オ　発言通告書の提出期限は、一般質問１
人目終了後の休憩中速やかに

３　オンライン委員会の運用基準案について、
内容を確認し、今後の議運で協議していくこ
とを了承。
４　ペーパーレス会議システムの利用基準案に
ついて、内容を確認し、今後の議運で協議し
ていくことを了承。

５　本日の議事日程を確認。
６　去る６月７日(月)の議運申合せを受け、今
定例会の一般質問期間中は知事、副知事及び
質疑・質問に関係する部長等のみが本会議に
出席することを了承。
　午前９時49分散会
　 　
　〔本　会　議〕

　午前10時01分、この日の本会議が開かれ、まず、
本定例会に提出された請願３件の報告が行われた。
次に、知事追加提出議案（第102号議案）の報告、
上程がなされ、知事の提案説明が行われた。
　次に、知事提出議案に対する質疑並びに県政に対
する質問に入り、
　　51番　日下部　伸　三　議員（自民）
が登壇し、午前11時34分、一旦休憩した。
　　　　　　議　運　日　誌（第２回）　　　　　　

　午後０時41分再開
１　知事提出急施議案（第102号議案）につい
て
（1）　68番須賀敬史議員（自民）が質疑を行う

ことを確認。
　　 なお、ほかに質疑はないことを確認。
（2）　付託表のとおり、各委員会に付託するこ

とを了承。
２　次の本会議休憩までの議事日程を確認。
　午後０時42分散会
　 　
　〔本　会　議〕

　午後１時１分、本会議が再開され、質疑質問が続
行され、
   　２番　岡　村　ゆり子　議員（県民）
　　25番　町　田　皇　介　議員（民主フォーラム）
が順次登壇した。
　次に、知事提出急施議案（第102号議案）に対す
る質疑に入り、68番須賀敬史議員（自民）が質疑を
行い、これに対し、知事が答弁を行った後、同議案
が各所管の委員会に付託された。
　ここで、会議時間の延長が行われ、午後２時５分、
再度休憩した。
　〔委　員　会〕

　本会議休憩中、知事提出急施議案（第102号議案）
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の審査のため、企画財政、福祉保健医療、産業労働
企業及び警察危機管理防災の各常任委員会が開かれ
た。
　　　　　　議　運　日　誌（第３回）　　　　　　

　午後９時29分再開
１　知事提出急施議案（第102号議案）に係る
各常任委員会の審査結果を確認。
２　次の本会議休憩までの議事日程を確認。
　午後９時30分休憩
　 　
　〔本　会　議〕

　午後９時39分、本会議が再開され、まず、各常任
委員会の審査結果報告（文書）が行われた後、知事
提出急施議案（第102号議案）が上程され、各常任
委員長の審査経過報告（口頭）に入り、
　千　葉　達　也　企 画 財 政　副委員長
　岡　田　静　佳　福 祉 保 健 医 療　委 員 長
　松　井　　　弘　産 業 労 働 企 業　副委員長
　権　守　幸　男　警察危機管理防災　副委員長
が順次登壇し、午後９時53分、再度休憩した。
　　　　　　議　運　日　誌（第４回）　　　　　　

　午後10時９分再開
１　知事提出急施議案（第102号議案）につい
て
（1）　各委員長の報告に対する質疑はないこと

を確認。
（2）　議案に対する討論について、次のとおり

確認。
ア　16番中川浩議員（改革）が反対の立場
から討論を行う。
イ　ほかに討論はない。

（3）　採決区分は次のとおりであることを確認。

３　今後の議事日程を確認。
４　企画財政部長から、原和也警察本部長が、
さいたま市大宮区の人質立てこもり事件に対
応しているため、古田圡等警察本部総務部長
が次の本会議に出席することが報告され、了
承。

　午後10時11分散会
　 　
　〔本　会　議〕

　午後10時21分、本会議が再開され、知事提出急施
議案（第102号議案）について、各委員長の報告に
対する質疑はなく、続いて討論に入り、
　　16番　中　川　　浩　議員（改革）
が討論を行い、採決が行われた結果、原案のとおり
可決された。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時１分開議　　午前10時10分休憩
　午前10時18分再開　　午前11時34分休憩
　午後１時１分再開　　午後２時５分休憩
　午後３時１分再開　　午後４時25分休憩
　午後９時39分再開　　午後９時53分休憩
　午後10時21分再開　　午後10時24分散会
　　出席議員90人　欠席議員なし

■　第６日〔６月19日（土）〕

　休日休会

■　第７日〔６月20日（日）〕

　休日休会

■　第８日〔６月21日（月）〕

　〔本　会　議〕

　午前10時３分、この日の本会議が開かれ、質疑質
問が続行された。
この日は、
　　22番　宮　﨑　吾　一　議員（自民）
　　９番　深　谷　顕　史　議員（公明）
　　27番　守　屋　裕　子　議員（共産党）
が順次登壇した。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時３分開議　　午前11時19分休憩
　午後１時再開　　　　午後２時７分休憩
　午後３時再開　　　　午後４時25分散会
　　出席議員90人　欠席議員なし

■　第９日〔６月22日（火）〕

　〔本　会　議〕

　午前10時２分、この日の本会議が開かれ、質疑質

区　　　　分 備　　　考

第102号議案 自民、県民、民主フォーラム、
公明、共産党、無所属は原案
可決に賛成、改革は原案可決
に反対
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問が続行された。
この日は、
　　７番　高　橋　稔　裕　議員（自民）
　　14番　八　子　朋　弘　議員（県民）
　　23番　関　根　信　明　議員（自民）
が順次登壇した。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時２分開議　　午前11時21分休憩
　午後１時再開　　　　午後２時９分休憩
　午後３時１分再開　　午後４時９分散会
　　出席議員90人　欠席議員なし

■　第10日〔６月23日（水）〕

　〔本　会　議〕

　午前10時１分、この日の本会議が開かれ、質疑質
問が続行された。
この日は、
　　39番　内　沼　博　史　議員（自民）
　　42番　山　根　史　子　議員（民主フォーラム）
　　36番　浅　井　　　明　議員（自民）
が順次登壇した。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時１分開議　　午前11時12分休憩
　午後１時再開　　　　午後２時４分休憩
　午後３時再開　　　　午後４時２分散会
　　出席議員90人　欠席議員なし

■　第11日〔６月24日（木）〕

　　　　　　　　議　運　日　誌　　　　　　　　

　午前９時29分開会
１　埼玉県議会定例会議案等の一部変更を了承。
　　また、このことについて、本会議冒頭で報
告することを了承。
２　予算特別委員会の附帯決議について、知事
から議長宛てに、報告したい旨の申出があっ
たことを報告。
　　この件について、関係する委員会において、
執行部から報告を行わせることを了承。
３　議案（第88号議案～第101号議案）及び請
願を、付託表のとおり各委員会に付託するこ
とを了承。
４　各会派から提出された意見書・決議案の件

名を確認。
　　また、去る６月14日の議運において、自民
から発言があった意見書・決議案の調整方法
について、従来どおり、各会派間における取
りまとめを、正副委員長に一任することで了
承。
５　埼玉県浦和競馬組合議会から、同組合議会
議員４名の補欠選挙の依頼があり、この件に
ついて、今後の議運で選挙の方法等について
協議することを了承。
６　本日の議事日程を確認。
７　企画財政部長から、次期埼玉県５か年計画
の策定準備を進めており、計画案を９月定例
会で議案として提案したいと考えている旨発
言。この件について、必要に応じて、今後の
議運で協議していくことを了承。
　午前９時37散会
　 　
　〔本　会　議〕

　午前10時、この日の本会議が開かれ、まず、諸報
告に入り、
１　監査結果報告（埼玉県県央地域振興センターほ
か146か所）
２　埼玉県議会定例会議案等に係る変更表の提出
の報告がなされた。
　次に、陳情の報告が行われた後、質疑質問が続行
され、この日は、
　　49番　細　田　善　則　議員（自民）
　　34番　吉　良　英　敏　議員（自民）
　　70番　梅　澤　佳　一　議員（自民）
が順次登壇し、本定例会の質疑質問は終了した。
　次に、本定例会に提出された第88号議案～第101
号議案及び請願が各所管の委員会に付託された。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時開議　　　　午前11時18分休憩
　午後１時２分再開　　午後２時17分休憩
　午後３時１分再開　　午後４時９分散会
　　出席議員90人　欠席議員なし

■　第12日〔６月25日（金）〕

　議案調査
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■　第13日〔６月26日（土）〕

　休日休会

■　第14日〔６月27日（日）〕

　休日休会

■　第15日〔６月28日（月）〕

　〔常任委員会〕

　この日は、企画財政、総務県民生活、環境農林、
福祉保健医療、産業労働企業、県土都市整備、文教
及び警察危機管理防災の各常任委員会が開かれた。

■　第16日〔６月29日（火）〕

　〔委員会〕・議案調査

　この日は新型コロナウイルス感染症対策特別委員
会が開かれた。

■　第17日〔６月30日（水）〕

　〔特別委員会〕

　この日は、自然再生・循環社会対策、地方創生・
行財政改革、公社事業対策、少子・高齢福祉社会対
策、経済・雇用対策、危機管理・大規模災害対策及
び人材育成・文化・スポーツ振興の各特別委員会が
開かれた。

■　第18日〔７月１日（木）〕

　議案調査

■　第19日〔７月２日（金）〕

代　表　者　会　議

　午後１時開会
　保健医療部の議事堂使用について協議。６月
29日の新型コロナウイルス感染症対策特別委員
会で自民から提案のあった保健医療部感染症対
策課の業務効率化を図るための議事堂使用につ
いて知事から議長あてに依頼があったことを報
告。当該依頼に応じ、７月中下旬から感染症が
ある程度収束する段階まで、議事堂内の議員面
会サロンを執務スペースとして提供することを
了承。
　　午後１時３分閉会

　　　　　　議　運　日　誌（第１回）　　　　　　
　午前９時30分開会
１　各常任委員会の審査結果を確認。
２　討論を行いたい旨の申出があった請願１件
について協議した結果、討論は行わないこと
を決定。
３　議会運営委員会の閉会中の特定事件を決定。
４　埼玉県議会「埼玉県・オハイオ州姉妹提携
30周年」親善訪問団派遣の中止について、議
運委員の連名の議員提出議案として提案する
ことを了承。
５　調整後の意見書・決議案の件名を確認。
６　今後の意見書・決議案の取扱いについて、
件名が報告された後、議会運営委員会正副委
員長が意見調整した結果、議会運営委員会か
ら提出に至らなかった意見書案又は決議案に
ついては、同一定例会においては意見書の提
出及び決議を内容とする動議は提出しない旨、
申し合わせることを了承。
７　埼玉県浦和競馬組合議会議員の補欠選挙に
ついて、指名推選の方法で行うこと及び会派
別配分を自民２、県民１、民主フォーラム１
とすることを了承。なお、次の本会議休憩中
に、議員を推薦する会派から候補者を報告す
ることを確認。
　　また、選挙の日程は全ての議案の採決後と
することを了承。
８　オンライン委員会の運用基準について、去
る６月18日の議運において確認した案のとお
り、決定することを了承。
９　ペーパーレス会議システムの利用基準につ
いて、去る６月18日の議運において確認した
案のとおり、決定することを了承。
10　本会議及び委員会への情報機器の持込みに
ついて、執行部も同様に、情報機器の持込み
を認めることで了承。
11　「埼玉県行政に係る基本的な計画について
議会の議決事件と定める条例の運用につい
て」に基づく令和３年度の策定等予定計画一
覧表についての変更を了承。
12　次の本会議休憩までの議事日程を確認。
　午前９時40分休憩
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　〔本　会　議〕

　午前10時、この日の本会議が開かれ、まず、現金
出納検査結果（令和３年５月分）の報告がなされた。
次に、各常任委員会の審査結果報告（文書）が行わ
れた後、第88号議案～第101号議案及び請願が一括
上程され、各常任委員長の審査経過報告（口頭）に
入り、
　細　田　善　則　企 画 財 政　委 員 長
　横　川　雅　也　総 務 県 民 生 活　委 員 長
　吉　良　英　敏　環 境 農 林　委 員 長
　岡　田　静　佳　福 祉 保 健 医 療　委 員 長
　永　瀬　秀　樹　産 業 労 働 企 業　委 員 長
　木　下　博　信　県 土 都 市 整 備　委 員 長
　美　田　宗　亮　文 教　委 員 長
　内　沼　博　史　警察危機管理防災　委 員 長
が順次登壇した。
　次に、各特別委員会の付託案件が一括上程され、
各特別委員長の審査経過及び結果報告に入り､
　新　井　　　豪　自然再生・循環社会対策　特別委員長
　齊　藤　邦　明　地方創生・行財政改革　特別委員長
　須　賀　敬　史　公 社 事 業 対 策　特別委員長
　白　土　幸　仁　少子・高齢福祉社会対策　特別委員長
　小　川　真一郎　経済・雇用対策　特別委員長
　新　井　一　徳　危機管理・大規模災害対策　特別委員長
　武　内　政　文　人材育成・文化・スポーツ振興　特別委員長
　小　島　信　昭　新型コロナウイルス感染症対策　特別委員長
が順次登壇し、午前11時24分、一旦休憩した。
　　　　　　議　運　日　誌（第２回）　 　　　　　

　午後１時58分再開
１　各委員長の報告に対する質疑はないことを
確認。
２　議案に対する討論について、次のとおり確
認。
（1）　27番守屋裕子議員（共産党）が、第96号

議案及び第101号議案に対し反対の立場か
ら討論を行う。

（2）　その他の議案に対する討論はない。
３　議案及び請願の採決区分は次のとおりであ
ることを確認。

　４　知事追加提出議案について
（1）　正規の手続を省略し、直ちに採決するこ

とを了承。
（2）　採決区分は次のとおりであることを確認。

　５　議員提出議案について
（1）　意見書案12件、決議案１件の案文及び提

案者を確認。
（2）　各議案とも提案説明はないことを確認。
（3）　各議案とも質疑はないことを確認。
（4）　各議案とも委員会審査は省略することを

確認。
（5）　議案に対する討論について次のとおり確

認。
ア　63番鈴木正人議員（県民）が、議第27
号議案に対し反対の立場から、議第28号
議案に対し賛成の立場から討論を行う。
イ　78番柳下礼子議員（共産党）が、議第
29号議案～議第31号議案に対し反対の立
場から討論を行う。
ウ　その他の議案に対する討論はない。

（6）　採決区分は次のとおりであることを確認。

（2）第88号議案～第95号議案及
び第97号議案～第100号議案

２請願
　議請第３号

　議請第１号

　議請第２号

決に賛成、共産党は原案可決
に反対

各会派、無所属とも原案可決
に賛成

自民、民主フォーラム、公明、
共産党、改革、無所属は採択
に賛成、県民は採択に反対

自民、県民、民主フォーラム、
公明は不採択に賛成、共産党、
改革、無所属は不採択に反対

各会派、無所属とも趣旨採択

区　　　　分 備　　　考

第103号議案及び第104号議案 各会派、無所属とも同意に賛成

区　　　　分 備　　　考

１議案
（1）第96号議案及び第101号議

案
自民、県民、民主フォーラム、
公明、改革、無所属は原案可

区　　　　分 備　　　考

(1)議第27号議案

(2)議第28号議案

(3)議第29号議案～議第31号議
案

自民、民主フォーラム、公明、
共産党、改革、無所属は原案
可決に賛成、県民は原案可決
に反対

自民、県民、民主フォーラム、
共産党、改革、無所属は原案
可決に賛成、公明は原案可決
に反対

自民、県民、民主フォーラム、
公明、改革、無所属は原案可
決に賛成、共産党は原案可決
に反対
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６　埼玉県浦和競馬組合議会議員の補欠選挙に
ついて、各会派から推薦された候補者を了承。
７　今後の議事日程を確認。
８　９月定例会の会期予定案について、9月24
日（金）～ 10月14日（木）の日程で執行部
と調整中である旨を報告。
　午後２時６分閉会
　 　
　〔本　会　議〕

　午後２時43分、本会議が再開され、まず、各委員
長の報告に対する質疑はなく、続いて討論に入り、
　　27番　守　屋　裕　子　議員（共産党）
が討論を行った。
　次に、採決が行われた結果、議案については、
　　原案可決　　15件
請願については、
　　採　　択　　１件
　　趣旨採択　　１件
　　不 採 択　　１件
と決定された。
　次に、各特別委員会の付託案件並びに議会運営委
員会及び各常任委員会の特定事件が、それぞれ閉会
中の継続審査とすることに決定された。
　次に、知事から追加提出された第103号議案及び
第104号議案の報告、一括上程がなされ、即決の結
果、同意することに決定された。
　次に、議員から提出された議第20号議案～議第32
号議案（意見書案12件、決議案１件）の報告、一括
上程がなされ、提案説明は省略され、質疑はなく、
委員会審査は省略され、続いて討論に入り、
　　63番　鈴　木　正　人　議員（県民）
　　78番　柳　下　礼　子　議員（共産党）
が順次討論を行い、採決が行われた結果、いずれも
原案のとおり可決された。
　次に、埼玉県浦和競馬組合議会議員の補欠選挙が
指名推選の方法により行われ、その結果、
　　29番　松　坂　喜　浩　議員（県民）
　　38番　横　川　雅　也　議員（自民）
　　42番　山　根　史　子　議員（民主フォーラム）
　　87番　小　島　信　昭　議員（自民）

がそれぞれ当選し、本定例会の議事は全部終了した。
　最後に、知事から挨拶があり、午後３時13分、令
和３年６月定例会は閉会した。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時開議　　　　午前11時24分休憩
　午後２時43分再開　　午後３時13分閉会
　　出席議員89人　欠席議員１人
　　（令和３年７月２日現在在職議員90人）

■　会　期

　６月14日（月）～７月２日（金）19日間
　会期延長なし

■　議決結果

　議決件数　　31件（うち議員提出のもの14件）
　原案可決　　29件
　同　　意　　２件
　請願件数　　３件
　採　　択　　１件
　趣旨採択　　１件
　不 採 択　　１件

(4)議第20号議案～議第26号
議案

各会派、無所属とも原案可決
に賛成
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