
質 疑 質 問

　６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９人、無所属県民会議２
人、民主フォーラム２人、公明党１人、共産党１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。

６月18日

自　　　　　民　　日下部　伸　三　議員
県　　　　　民　　岡　村　ゆり子　議員
民主フォーラム　　町　田　皇　介　議員

６月21日

自　　　　　民　　宮　﨑　吾　一　議員
公　　　　　明　　深　谷　顕　史　議員
共　　産　　党　　守　屋　裕　子　議員

６月22日

自　　　　　民　　高　橋　稔　裕　議員
県　　　　　民　　八　子　朋　弘　議員
自　　　　　民　　関　根　信　明　議員

６月23日

自　　　　　民　　内　沼　博　史　議員
民主フォーラム　　山　根　史　子　議員
自　　　　　民　　浅　井　　　明　議員

６月24日

自　　　　　民　　細　田　善　則　議員
自　　　　　民　　吉　良　英　敏　議員
自　　　　　民　　梅　澤　佳　一　議員

自由民主党

日下部　伸　三　議員

１　架換えが決定しているＪＲ川越線荒川橋梁の複
線仕様について
　（1）知事の政治姿勢について
　　ア　知事の県民目線
　　イ　誰一人取り残さない埼玉県づくり
　　ウ　知事の説明責任
　　エ　鉄道行政と政治力
　　オ　大野県政の目指すもの
（2）埼玉県・さいたま市・川越市・ＪＲ東日本・
国土交通省の５者協議会の調査項目について

　　ア　橋梁全体を複線仕様にした場合の建設費用
の算出は調査項目に入っているのか

　　イ　橋梁の土台・基礎だけを複線仕様にした場
合の建設費用の算出が調査項目に入ってい
るのか

　　ウ　現在の橋梁を撤去せずに、補強・嵩上げす
る手法も調査対象に入っているのか

２　埼玉県の歴史教育・従軍慰安婦について
３　新型コロナウイルス感染症対策について
（1）新型コロナを収束させるには
（2）埼玉県のＰＣＲ検査能力について
（3）優先順位・地域制限のない接種券を配布すべ
き

（4）県のホームページでワクチン接種可能な医療
機関の検索を

（5）変異株の検査体制について
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（6）科学技術教育について
４　埼玉県の医療体制について
（1）県内基幹病院の新型コロナ受入れ患者数につ
いて

（2）防衛医科大学校の位置づけについて
（3）国公立大学の医学部について

無所属県民会議

岡　村　ゆり子　議員

１　一時保護所の在り方について
（1）入所期間を短縮させるための取組について
（2）子どもの権利擁護を
２　離婚前後の支援と養育費確保について
（1）離婚前の相談体制の強化について
（2）公正証書作成の支援を
（3）養育費の継続的な確保策の導入を
３　不妊症に関する性教育を更に行うべき
４　多様性を認め合える学校教育に更に力を入れる
べき
５　ターゲット・バードゴルフの普及と推進につい
て
（1）団体への支援について
（2）ターゲット・バードゴルフの周知を
６　様々な理由でマスクができない方がいることへ
の理解について
（1）マスクができない方々がいるということの周
知を

（2）マスクができないことを他人に理解してもら
うための取組を

７　公衆浴場法施行条例の男女の混浴年齢を引き下
げるべき
８　屋内50メートル水泳場整備に向けて
（1）今後の計画予定について
（2）地元市との協議と緊密な連携を
（3）分離設置となることでのメリットについて
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民主フォーラム

町　田　皇　介　議員

１　新型コロナウイルスワクチン接種について
（1）２回接種の促進について
（2）ワクチン接種の有無による差別等への対応に
ついて

２　貸切バス事業者への支援について
３　テレワークの推進について
（1）県職員の意識改革について
（2）県内企業におけるテレワークの推進について
４　県有施設を利用したクワイエットアワーの導入
について
５　スクールロイヤー制度の充実について
６　災害時の難病患者への対応について
７　Ｓ－ＧＡＰの普及に向けたサイクルの実現につ
いて
８　埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例
について
（1）希少野生動植物種等の指定について
（2）保護区指定の流れの明確化について
９　上尾運動公園の再編整備とスポーツ科学拠点施
設について
10　伊奈備前守忠次公の歴史を活用した原市沼調節
池整備を

自由民主党

宮　﨑　吾　一　議員

１　新型コロナワクチンの一般接種について
２　県庁の人手不足、応援体制について
３　家庭学習におけるＩＣＴ機器の活用について
４　県庁のデジタル化について
５　オープンデータについて
６　貸切バス支援について
（1）地域公共交通事業者について
（2）財源について
（3）今後の支援について
７　私学振興について
８　芸術劇場コンテンツ活用について
９　個人住民税の滞納処分の執行停止について
10　再犯防止推進計画について
11　不妊治療について
（1）検査費用等の助成制度の拡充について
（2）早朝・夜間に受診可能な病院を増やす助成に
ついて

12　一級河川鴻沼川の与野中央公園南側の調節池整
備について
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公　明　党

深　谷　顕　史　議員

１　新型コロナウイルス感染症対策について
（1）ワクチン接種について
（2）医療提供体制整備について
（3）トレーナー派遣等事業について
（4）仮設専用医療施設について
（5）飲食店の感染防止対策について
２　県立学校体育館におけるエアコン設置訓練の実
施を
３　仮想発電所（ＶＰＰ）の実証実験を
４　災害時における電気自動車の活用について
５　障害者入所施設利用者の避難について
６　一般競争入札におけるくじ引きについて
７　都市計画道路川越北環状線の４車線化について

共　産　党

守　屋　裕　子　議員

１　検査・ワクチン・補償で、新型コロナウイルス
感染症収束へ
（1）いまこそ思い切ったＰＣＲ検査拡充で感染拡
大の封じ込めを

（2）希望者全員のワクチン接種実施のために
（3）東京五輪・パラリンピックは中止し、コロナ
対策に全力を

（4）学生・女性の貧困への緊急対策を求める
（5）感染症等緊急事態に対処できる県職員体制の
構築を

２　子どもの最善の利益を求め児童虐待の解決を
（1）家族の再出発にむけて保護者の支援強化を
（2）児童養護施設などでの虐待をなくすために
３　荒川調節池とＪＲ川越線架け替えについて
４　自然への負荷を減らした発電へ、太陽光発電施
設による乱開発から比企丘陵を守れ
（1）CO₂を減らすために、森林を伐採する矛盾解
決へ、厳しい促進区域基準設定を

（2）県内最大の小川町のメガソーラー計画に県は
厳しい意見書提出を

（3）太陽光発電施設の適正な設置を求める条例制
定を

―　94　―



自由民主党

高　橋　稔　裕　議員

１　新型コロナウイルス感染症拡大の波を未然に防
ぐために
２　新型コロナウイルス感染症対応
（1）職場復帰に係る課題について
（2）職場復帰に係るルールの周知について
３　埼玉の農業
（1）農業者の暮らしや集落のイメージを持つ必要
性

（2）農村集落をどう維持し、魅力あるものにして
いくか

（3）農業の大規模化を阻む「草の話」
（4）農業の大規模化を推進する「ほ場整備」
（5）地域整備事業会計の活用について
４　県内の移動の自由を考える
　　～　自家用有償旅客運送について　～
（1）県内の普及状況
（2）市町村への横展開
５　水害対策を進める
　　～　利根川・荒川の水害対策について　～
（1）利根川・荒川のしゅんせつ等の対応状況
（2）ダムの事前放流の取組についての確認
（3）今後の治水対策について
６　地元問題
（1）東武伊勢崎線花崎踏切の渋滞対策について
（2）県道加須菖蒲線本町交差点の整備について
（3）県道久喜騎西線バイパスの整備について

無所属県民会議

八　子　朋　弘　議員

１　県内病床使用率ひっ迫に備えた広域的な支援協
定の締結について
２　県立高校の南北格差是正について
（1）学区制復活について
（2）魅力向上策について
３　私学でわいせつ事件を起こした教員への対応に
ついて　
４　子どもの居場所づくりについて
５　児童養護施設出身者への支援について
６　障がい者支援について
（1）障害者優先調達推進法の更なる推進について
（2）触法障がい者支援について
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自由民主党

関　根　信　明　議員

１　県庁舎の在り方検討の進捗について
（1）令和３年度の調査内容と調査目的、検討事項
等について

（2）本庁舎建替えの方向性について
２　荒川第二・三調節池整備事業とＪＲ川越線の複
線化について
（1）荒川第二・三調節池整備事業の進捗等について
（2）大宮駅の位置付けとＪＲ川越線複線化構想に
ついて

（3）ＪＲ川越線荒川橋りょう複線化仕様について
３　身体障害者補助犬とユーザーに対する支援策等
について
（1）県内補助犬の現状と支援策について
（2）身体障害者補助犬の入店拒否等を解消するた
めの周知活動と職員研修、障害者教育等について

４　警察行政について
（1）児童虐待への対策について
（2）警察本部の在り方検討について
５　新大宮上尾道路の進捗と今後の見通しについて
６　見沼田圃の保全・活用・創造について
（1）見沼田圃の土地利用の見直しについて
（2）さいたまセントラルパークの進捗等について
７　県営住宅団地再生事業について
（1）団地再生事業導入の評価と課題について
（2）各市町村との連携、情報開示、今後の取組に
ついて

自由民主党

内　沼　博　史　議員

１　埼玉版スーパー・シティプロジェクトについて
（1）全庁的な推進体制について
（2）進捗状況と市町村の取組について
（3）コミュニティに特化した拠点づくりについて
２　移住促進とサテライトオフィス・テレワークの推進
（1）移住施策の効果的な取組について
（2）サテライトオフィス・テレワークの推進
（3）各市町村への展開について
３　森林の循環利用の推進について
（1）循環利用に向けた県の取組について
（2）スマート林業の推進によるサプライチェーン
の構築について

４　林野火災への対応と消防団への支援について
（1）発生件数とその対応について
（2）消防団をはじめとした関係機関との連携につ
いて

（3）消防団への支援について
５　Ｎｅｘｔ川の再生について
（1）これまでの事業との違いについて
（2）事業の進捗状況について
（3）利用調整協議会における県の役割について
６　地元問題について
（1）県道飯能下名栗線原市場工区の進捗状況につ
いて

（2）県道飯能下名栗線赤沢地区の拡幅整備について
（3）県道富岡入間線の整備について
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民主フォーラム

山　根　史　子　議員

１　知事の政治姿勢について
（1）県庁における女性活躍推進について
（2）埼玉版ＳＤＧｓの推進について
（3）水害対策について
２　多胎児世帯に対する支援と環境整備について
３　子宮頸がんを予防するＨＰＶワクチン接種の周
知等について
４　若者の性の悩みに対する支援について
（1）ユースクリニックの普及について
（2）若者への性教育の普及について
５　ウッドショックを契機とした木材加工施設整備
への支援について
６　教職員の働き方改革について
（1）超過勤務の上限の遵守について
（2）事務のスクラップについて
７　教員の人材確保策について
８　将来を見据えた防犯活動の担い手育成について

自由民主党

浅　井　　　明　議員

１　地方税財源の確保について
　　～　知事のリーダーシップ　～
２　少子化対策について（少子化の加速と「こども
庁」の創設）
３　特別支援学校の生徒の就職・就労支援について
４　ＤＶ相談増加への対応について
（1）多様な相談体制の整備について
（2）民間のシェルターへの支援について
（3）子どもへの心理的ケアの取組について
５　女性と若者の自殺の増加について
６　歴史教科書の採択について
７　地元問題について
（1）県道越谷流山線の無電柱化について
（2）元荒川に架かる〆切橋の整備について
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自由民主党

細　田　善　則　議員

１　デジタルガバメントのアップデートを
　（1）組織横断について
　（2）データ戦略について

ア　データ戦略策定について
イ　ベースレジストリ（電子基本台帳）構築に
ついて

　（3）デジタル庁発足に際し人事派遣を
　（4）ＬｅｇａｌＴｅｃｈについて
２　ｅスポーツの推進について
　（1）県の推進組織体制について
　（2）計画への記載について

ア　スポーツ推進計画
イ　障害者支援計画

　（3）障害者ｅスポーツの可能性について
３　ウェアラブルデバイスの活用について
　（1）新型コロナウイルス患者の体調管理について
　（2）コバトン健康マイレージ事業等について
４　ＡＣＰ推進と同時に価値観の整理整頓を
　（1）県内での状況把握調査について
　（2）ＡＬＰ領域の重要性について
　（3）価値観を見直すツールの活用について
５　高齢者の安心のために
　（1）成年後見制度について

ア　中核機関の設置目標について
イ　近隣市町村の連携

　（2）身元保証代行について

６　45フィートクラスの大型トレーラーに対する安
全対策について
７　自転車等の追い越しルールについて
　（1）道路交通法違反の教育について
　（2）思いやり1.5ｍルールについて
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自由民主党

吉　良　英　敏　議員

１　情報発信・情報収集に対する県の姿勢について
（1）戦略的な情報発信について
（2）情報の価値を踏まえた情報収集について
２　ヤングケアラー支援の更なる推進について
（1）更なるヤングケアラー実態調査に向けて
（2）ヤングケアラー支援を推進するための施策に
ついて

（3）心のケアについて
（4）ヤングケアラー支援へのオンライン環境の活
用について

（5）特別支援学校でのヤングケアラー支援につい
て

３　ケアラー支援のためのサロンの運営支援につい
て
（1）サロン設置の目標について
（2）サロンの運営支援について
（3）オンラインサロンの導入について
４　地域包括ケアシステムの構築に向けた今後の取
組について
５　ケアラー支援を行う市町村への支援について
６　ケアラー支援の普及啓発について

自由民主党

梅　澤　佳　一　議員

１　更なる広域行政の推進について
（1）県内のごみ処理の広域化
（2）水道の広域化
（3）広域行政や広域連携による埼玉県の未来に向
けて

２　保健所の機能強化策
３　県立高校について
４　埼玉県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推
進計画
（1）計画の進捗状況
（2）「第７次埼玉県地域保健医療計画」との整合
性

（3）「心不全パンデミック」、心臓弁膜症の明記　
を

５　中小流域下水道の将来を見据えた経営基盤の強
化
６　立候補予定者説明会における出席者の旧姓の通
称名使用について
７　地元問題
（1）県道加須幸手線バイパスの整備について
（2）県道川越栗橋線小林交差点の整備について
（3）一級河川野通川・小林調節池の整備について
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