
質 疑 質 問

　12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８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。

12月８日

自　　　　　民　　須　賀　敬　史　議員
県　　　　　民　　平　松　大　佑　議員
民主フォーラム　　木　村　勇　夫　議員

12月９日

自　　　　　民　　阿左美　健　司　議員
公　　　　　明　　安　藤　友　貴　議員
共　　産　　党　　秋　山　文　和　議員

12月10日

自　　　　　民　　山　口　京　子　議員
県　　　　　民　　柿　沼　貴　志　議員
民主フォーラム　　辻　　　浩　司　議員

12月13日

自　　　　　民　　千　葉　達　也　議員
共　　産　　党　　前　原　かづえ　議員
自　　　　　民　　美　田　宗　亮　議員

12月14日

自　　　　　民　　木　下　博　信　議員
自　　　　　民　　永　瀬　秀　樹　議員
自　　　　　民　　神　尾　髙　善　議員

自由民主党

須　賀　敬　史　議員

１　県庁舎建替えについて
２　危機事態発生時の職員採用について
３　拉致問題に対する知事の姿勢について
４　乳幼児期のメディア接触について
　（1）知事の認識について
　（2�）調査結果に基づいた啓発について
　（3）児童生徒への啓発について
５　これからの商店街支援について
　（1）今後の商店街の在り方について
　（2�）効果的な補助金の在り方について
　（3）商店街活性化の成功事例について
６　県内の消費喚起について
７　人生100年時代～生涯現役で働ける社会のため
に～
　（1）高齢者が働きやすい勤務条件や職場環境の整
　備について
　（2�）生涯現役実践助成金の有効活用について
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　（1�）科学的知見に基づいた緑地の評価実施を
　（2）戦略実現のための財源確保を
　（3�）県がイニシアティブをとって戦略の実現を
７　埼玉版スーパー・シティプロジェクト成功のた
め、市町村への財政支援を
８　下水道に関する意識の向上について
９　あと数マイルプロジェクトについて
10　地元問題について
　（1�）栗原交差点の改良について
　（2）都市計画道路保谷朝霞線の事業区間の延伸に
　ついて
　（3�）都市計画道路保谷朝霞線の未着手区間におけ

る市との連携について無所属県民会議

平　松　大　佑　議員

１　ＤＸの推進について
　（1�）県民と共に進めるＤＸについて
　（2）デジタル人材の育成を
　（3�）ＣＤＯの設置を
　（4）デジタル人材の確保を
　（5�）ＤＸを進める上での効果的な情報共有につい

て
２　スタートアップ・ベンチャー育成、支援につい
て
　（1�）有識者会議のメンバーにスタートアップ・ベ

ンチャーの専門家を
　（2�）高校生におけるアントレプレナー教育の充実

を
　（3�）高校生向けの起業家養成プログラムの実施を
　（4）大学生起業家の育成支援を
３　民生委員・児童委員の欠員補充への柔軟な対応
を
４　障害者優先調達方針の推進について
　（1�）庁内での更なる取組を
　（2）市町村での取組促進を
５　学校教育の情報化について
　（1�）学校教育情報化推進計画の早期策定を
　（2）県立学校におけるＢＹＡＤの早期実現を
　（3�）ＩＣＴ教育推進課の体制強化を
　（4）学校現場でのＩＣＴ利活用について
６　生物多様性保全戦略について
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民主フォーラム

木　村　勇　夫　議員

１　150年を迎えた埼玉県の今後について
２　新型コロナウイルス感染症の第６波への対応に
ついて
　（1）オミクロン株への対応について
　（2）ワクチン追加接種について
３　スポーツ・アートにおける障がい者支援の推進
について
４　東のうどん県を目指したうどん振興について
　（1�）埼玉県民が盛り上がるための仕掛けと広報戦

略について
　（2）障がい者の就労支援としてのうどんについて
５　アルコール依存症対策としてのスクリーニング
テストについて
６　全国都市緑化フェアの本県開催について
７　水道事業の広域連携について
８　高齢化社会を見据えた今後の県営住宅について
９　電車内の安全確保について

自由民主党

阿左美　健　司　議員

１　県と市町村との人事交流について
２　ＧＩＧＡスクール構想について
　（1）課題や学習効果について
　（2）今後の端末更新について
３　スクールカウンセラーについて
　（1）勤務条件の改善について
　（2）柔軟な配置について
　（3�）更なる増員について
４　県立自然公園等における登山道整備について
５　成年後見制度の利用促進について
　（1�）これまでの取組と市町村における中核機関の

整備支援について
　（2）知的障害者の「親亡き後」の支援について
６　秩父地域の水道事業の支援について
７　地元問題について
　（1�）皆野寄居有料道路の利用促進への取組につい

て
　（2）県道長瀞玉淀自然公園線の整備について
　（3�）長瀞町野上下郷の宿本地区の急傾斜地崩壊対

策について
　（4）県道熊谷小川秩父線の歩道整備について
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共　産　党

秋　山　文　和　議員

１　コロナ禍第６波にそなえるために
　（1�）無症状者対象の広範囲のＰＣＲ検査で、コロ

ナを特定し、収束への道を開け
　　ア　無症状者対象の広範囲のＰＣＲ検査を
　　イ�　高齢者・障害者などクラスター発生率の高

い施設でＰＣＲ復活を
　（2）病床整備は、人員体制強化がかぎ
　　ア　公立医療機関は体制整備を急げ
　　イ　民間医療機関に、補助の見通しを示せ
　　ウ　医療機関が余裕をもてる診療報酬の改定を
　（3�）コロナ在宅死の背景である、病床削減計画は

撤回を
　　ア　地域医療構想はコロナ禍を想定していたの
　　か？
　　イ　地域医療構想ガイドラインは撤回申入れを
　　ウ　公立公的病院統廃合計画は撤回申入れを
２　子どもの権利擁護と児童相談所の強化を
　（1）子どもアドボケイト制度の実施を
　（2�）アドボケイト派遣について、県立大学と協議

を
　（3）児童相談所の増設を
　（4）春日部児童相談所の新設を
３　「住まいは人権」の住宅政策へ転換し、公的支
援の拡充を
　（1�）老朽民間マンションのバリアフリー化に支援

強化を

公　明　党

安　藤　友　貴　議員

１　リトルベビーハンドブックについて
２　県立高校体育館へのエアコン設置について
３　奨学金返還支援制度の導入について
４　農福連携について
５　障がい者（児）が元気に活動するために
　（1）ショートステイの状況について
　（2）日中活動後の見守りについて
６　埼玉県通学路整備計画について
７　施工時期の平準化について
８　地元問題
　（1）都市計画道路保谷朝霞線について
　　ア�　都市計画道路保谷朝霞線の未着手部分につ

いて
　　イ�　都市計画道路保谷朝霞線整備に伴う県道保

谷志木線の移管について
　（2）産業基盤づくりの推進について
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自由民主党

山　口　京　子　議員

１　地下鉄７号線の延伸について
２　北朝鮮による拉致被害者を全員救出するために
３　子供医療費の助成について
４　セラピードッグについて
５　認知症行方不明者の対応について
６　学校における食育と食品ロス削減について
　（1�）学校における食育の推進について
　（2�）食品ロス削減の推進について
７　地元問題について
　（1�）県道上尾蓮田線の整備について
　（2�）高虫西部地区産業団地について

　（2�）国の優良建築物等整備事業活用で、エレベー
ター設置を

４　85歳以上でも、回復はできる。運動器リハビリ
の保険適用を認めて
　（1�）85歳以上のリハビリは必要ないのか？
　（2�）診療報酬請求チェックの目的は
　（3�）埼玉県国民健康保険団体連合会は現場の声を

きいて
５　県の鳥「シラコバト」をまもれ
　（1�）埼玉県誕生150周年の年に「シラコバト」保

護計画拡充を
　（2�）県こども動物自然公園で全力で増殖を
　（3）小中学校で飼育推進を

―　28　―



無所属県民会議

柿　沼　貴　志　議員

１　埼玉県の観光振興施策の推進を！
　（1�）埼玉県の豊富な観光資源を活かす取組を
　（2�）文化財部局、まちづくり部局、観光部局の連

携強化を
　（3）観光予算の増額を
２　学校教育問題について
　（1�）学校と外部関係機関の連携やプラットホーム

の形成について
　（2�）専門職の常勤化について
３　児童相談所の負担軽減や一時保護所の子どもの
権利擁護について
　（1�）児童相談所の負担軽減の取組を
　（2�）一時保護所における子どもの権利擁護につい

て
４　新型コロナウイルスワクチンの接種リスクにつ
いて
　（1�）若年層の接種について
　（2�）ワクチン接種による健康被害への対策につい

て
　（3）相談体制の構築について
５　新型コロナウイルスワクチン未接種による差別
の防止対策を
　（1�）ワクチン未接種者に対する差別への対策につ

いて
　（2�）未成年者のワクチン接種について
６　ギャンブル等依存症対策の強化を

　（1�）高校生に対するギャンブル等依存症に関する
教育について

　（2�）支援のための民間団体との連携強化について
　（3）三店方式による営業形態について
　（4）パチンコ依存症を救うための対策について
７　行田市停車場酒巻線の早期完成について
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民主フォーラム

辻　　　浩　司　議員

１　新型コロナウイルス感染症への対応について
　（1�）子どもへの接種について
　（2�）ワクチン・検査パッケージ技術実証について
　（3�）検査費用について
　（4）ワクチンの効果の正確な周知について
２　道路整備における住民合意形成について
　（1�）県の道路整備における住民合意形成の基本的

な考え方について
　（2�）都市計画道路浦和野田線元荒川工区の整備に

ついて
３　日本語を母語としない外国人生徒の高校入試選
抜と高校生活への定着支援について
　（1�）外国人生徒の特別枠募集について
　（2�）入試結果の公表について
　（3�）受検上の配慮について
　（4）高校への定着支援について
　（5）教員への啓発について
４　障害のある子どもとない子どもが共に学ぶ教育
について
　（1�）通常の学級で学ぶ事例の共有について
　（2�）措置願について
５　仮放免中の外国人の生活保障について
　（1�）健康保険制度の加入について
　（2�）県営住宅の活用について
　（3�）フードパントリー等との連携について
６　子育て応援フードパントリー事業への支援につ

いて
７　労働者協同組合を拡げる支援について
８　長期入院中の高校生の学習支援について
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自由民主党

千　葉　達　也　議員

１　「とねっと」（埼玉利根保健医療圏地域医療ネッ
トワークシステム）について
　（1�）「とねっと」に対する県の認識について
　（2�）「とねっと」システムの更新について
２　Ｗｉ－Ｆｉの県立施設に対する導入状況について
　（1�）県立４病院のＷｉ－Ｆｉ導入状況について
　（2�）総合リハビリテーションセンターのＷｉ－Ｆｉ

導入状況について
３　中川改修と国営かんがい排水事業との連携と課
題について
　（1�）中川改修整備の考え方について
　（2�）国営かんがい排水事業との連携について
　（3）高収益作物の導入計画について
４　米価の安定と米価下落に伴う支援策について
５　畜産業界のワクチン接種について
　（1�）ワクチン接種料金の支払方法について
　（2�）ワクチン接種の体制と料金について
６　商工会の職員定数の考え方について
７　加須・板倉利根川新橋の早期建設促進と災害時
の広域避難運用体制について
　（1�）加須・板倉利根川新橋の早期建設促進につい

て
　（2�）災害時の広域避難運用体制について
８　地元問題
　（1�）水深地区の通学路の安全対策について
　（2�）南北道路の整備について

共　産　党

前　原　かづえ　議員

１　コロナ禍の影響が深刻な各方面に対策を急げ
　（1�）医療労働者への支援について
　（2）実効ある対策で埼玉のコメと農業を守れ
　（3）学校行事を通じて文化芸術支援を
２　ジェンダー平等の視点でＳＤＧｓ社会の実現を
３　生徒の意見を取り入れ、校則見直しを進めるし
くみづくりを
４　先生がいない！教員未配置・未補充はあっては
ならないパート２
５　学校に子どもをあわせるのではなく、子どもに
学校をあわせて、特別支援学校増設を
６　都市内水被害を絶対に繰り返さないために川越
江川対策を
７　びん沼自然公園整備事業について、慎重に見直
しを
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自由民主党

美　田　宗　亮　議員

１　県民の安全の確保について
　（1�）テロ対策について
　（2�）警察本部におけるテロや無差別襲撃事件への

対応について
　（3）サイバー犯罪への対応について
２　県の温暖化対策について
　（1�）県庁における温室効果ガス削減の取組につい

て
　（2）「地球温暖化対策計画」を踏まえた市町村支
　援について
３　新しい時代の教育について
　（1�）ＩＣＴ活用による学力の向上について
　（2）ウィズコロナ時代の社会性習得について
　（3�）いじめ問題へ対応するための道徳教育につい

て
４　県内中小企業のＤＸ推進について
５　口腔ケアによる生涯にわたる健康づくりについ
て
　（1�）全ての子供が口腔ケアを受けられる体制づく

りについて
　（2）成人に向けた口腔ケア啓発の推進について
６　地元問題
　（1�）三郷流山橋有料道路の早期完成について
　（2）都市計画道路三郷流山線の整備について
　（3）都市計画道路三郷流山線の延伸について

自由民主党

木　下　博　信　議員

１　県民に伝わる県政のあり方
　（1�）災害時の広報のあり方について
　（2�）計画書と報告書について
　（3�）しっかり、緊密に、自ら、私自身、という答

弁
２　役所のＤＸ化の目指すもの
３　支え合う社会を作るために
　（1�）工賃という発想
　（2�）ケアラー支援について
　（3）不登校特例校とフリースクールについて
　　ア　不登校特例校の開設について
　　イ　フリースクールへの財政支援について
　（4）引きこもりの所管について
４　埼玉への移住促進について
　（1�）過疎じゃなく適疎という視点
　（2�）高校でのＰＲの必要性
　（3）暮らしを受け継いでもらうという視点
　（4）エコノミックガーデニングの視点
　（5）埼玉の魅力について
５　バッテリー類の捨て方の啓発について
６　元気な埼玉農業を実現するために
　（1�）県がリードしていく覚悟
　（2�）梨生産の立て直し
　（3）安定的な生産を図るための支援の拡充
７　保健所のあり方について
　（1�）所沢市への対応状況
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　（2�）抜本的見直しの必要性
８　地元問題について
　（1�）都市計画道路草加三郷線について
　　ア　柳島工区の進捗状況と見通し
　　イ　瀬崎工区の進捗状況と見通し
　　ウ�　谷塚仲の交差点、右折レーンの先行整備に

ついて
　（2�）伝右川の親水化について

自由民主党

永　瀬　秀　樹　議員

１　ウォーカブルなまちづくりについて
２　官民連携の新たな手法、ＰＦＳ／ＳＩＢについ
て
３　屋内50メートルプール・スポーツ科学拠点施設
について
４　排水機場の整備・管理について
５　県産木材の利用促進について
６　地域の課題・見沼代用水周辺の整備について

―　33　―



自由民主党

神　尾　髙　善　議員

１　県民を守る視点から
　（1�）財政を守る
　（2�）人口を守る
　（3�）農業を守る
　（4�）道路環境を守る
　（5�）河川を守る
２　ＪＲ川越線の複線化について
３　寄居町三ケ山３号埋立地の跡地利用について
４　緑化計画届出制度について
５　下水道事業用地の有効活用について
６　グーグルマイビジネスを活用した県内企業等の
支援について
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