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埼玉県議会議員 山本まさの

地震や水害に備えるための、県の
取り組みを報告 ―6月9日の県政報告会で
・・・・・・・・・・ 埼玉県議会 平成２4年6月定例会報告は中面へ

県防災航空センターの見学
平成22年、救助活動中の事故により防災へり

埼玉県議会では年4回の定例会
が行われています。私はその報告会

を１機損失。その後、残された１機で活動に当

を昨年6月定例会から毎回開催して

たってきたが、今年６月より2機が加わり、総数

います。

３機と救助隊員15名、操縦士10名で24時間態
勢を組んでいる。

2月定例会の報告は、６月９日に
（遅くなりましたが）行いました。

会場は、越谷市内の各地域の方
にご参加いただけるよう、毎回変
えています。今回は北越谷東口に

利根川水系連合水防演習
利根川左岸において利根川水系連合水防演習
が行われた。各地区水防団、久喜市および各
種団体、国土交通省利根川上流河川事務所、
消防本部、警察本部、陸上自衛隊、県防災航
空センター、日
本赤十字社等、
たいへん大規模
な水防訓練。
右：水防の基本、
土嚢づくり。

ある「ほっと越谷」でした。高橋努
越谷市長はじめ、約70名の方々に
ご参加いただきました。
上：救助スペースを確
保するために一部座席
を外した防災ヘリの内
部。県内どこでも15分
以内に到着できる。

当日は、「埼玉県の平成24年度
の予算について」「埼玉県の防災に
ついて」
「会派防災プロジェクトチー
ムでの取り組みについて」等、ご報

右：救助の目的によっ
て、いろいろな装備が用

告しました。

意されている。これは遭

特に、「県防災航空センターの見

難者をつり上げるもの。

学」や「利根川水系連合水防演習」
について詳しくご報告しました。

下：福島原発事故の際にも活躍した傘型撒水
装置。容量は2000リットル。

また、以前よりお願いしていた大
野もとひろ参議院議員から「エネル
ギー政策について」のお話をいただ
き、大変勉強になりました。その様

上：堤防の漏水の勢い
を弱める工法の一つ
「月の輪工」。
左：竹を使った五徳
縫い工。地面に亀裂
が広がらないようにする
もので、このような工法
は、江戸時代にその原型が作ら
れ、今に伝えられている。現代でも、そのよう
な伝統的手法が生きていることに驚いた。

子をUstream（ユーストリーム）でインター
ネットライブ中継していただいたり、
ビデオ撮影もしていただきました。
今後も「県政をもっと身近に」感
じていただくために、定例会ごとの
報 告 会を開 催していきますので 、
ご都合がつく方は、ぜひ足をお運
びください。

下：消防隊による、車内からの人命救助訓練。

埼玉県議会 平成２4年6月定例会報告

「埼玉県５か年計画」
、継続審査の７議案も可決。
6月定例会は6月18日から7月6日

正可決された「埼玉県５か年計画」

まで行われ、知事 提出14議 案が

のもとで実施される、各 分野にお

原案可決・修正可決、承認されま

ける基本的な計画です。

した。また議員提出１議案が原案

これらは、いずれも県民生活に

可決、請願１件が採択されました。

密接な関わりを有する重要な計画

知事提出14議案中7議案は、平

であるため継 続審査となり、閉会

成24年2月定例会で出されたもの

中に十分な審議を経て、今議会で

で、「5か年特別委員会」で継続審

可決されました。

査されていました。2月定例会で修

⇒全国水質ワースト5河川からの
脱却を追加し、修正可決

■その他の注目議案
● 白岡町が白岡市へ「南埼玉郡白

岡町の市政の施行に伴う関係条例
の一部を改正する条例」

■継続審査されていた７議案
●埼玉県多文化共生推進プラン
●埼玉県消費生活基本計画

10月1日より、白岡町が白岡市に
なります。これで県内は40市・22
町・1村になります。

●埼玉県産業元気・ 雇用アップ戦略

●「埼玉県学校設置条例の一部を

●埼玉県第3期科学技術基本計画

改正する条例」

●第9次埼玉県職業能力開発計画
昨年12月定例会に、平成24年度からの県政運営の方
向性を示す新たな総合計画である「埼玉県5か年計
画」が、議題として知事から提案されました。
併せて審査を行う特別委員会として「5か年計画特別
委員会」（委員は私を含む20人）が設置され、本年1月
から１２回の審査を行いました（写真は２月定例会）。

●埼玉県環境基本計画

⇒以上５議案は原案可決
●埼玉県男女共同参画基本計画

⇒保育所待機児童数について明確
な数値目標を記入し、修正可決

県立特別支援学 校１校の設置、
県立高等学校５校の統合および名
称変更ならびに埼玉県立白岡高等
学校の位置の表示を変更するため
の改正です。

産業労働企業委員会で、愛媛県と広島県を視察
「商店街活性化の取り組み」

広島県

愛媛県

松山市 ・（株）まちづくり松山

尾道市 ・ 尾道市役所

「観光行政の取り組み」

今治市 ・ 四国タオル工業組合

「地域ブランド戦略の取り組み」

６月４日～６月６日

三原市 ・ 広島県営宮浦浄水場

「マイクロ水力発電設備の取り組み」

（株）まちづくり松山

四国タオル工業組合

広島県営宮浦浄水場

平成１７年度
に「自分たち
のまちは、自
分たちでつく
る」を合言葉
に、まちづく
り会社である
「株式会社ま
ちづくり松
山」を設立し、中心市街地の商業等活
性化重点区域における活性化事業の事
業主体として、地域のまちづくりに取り
組んでいる。
写真は、松山商店街アーケード。天
井から下がっているのは、プラズマディ
スプレイの大型映像装置。

今治市周辺にあるタオル製造業者１２
９社で構成されている組合。平成１８年か
ら「今治タオルプロジェクト」を開始し
た。組合で基準を設け、それをクリアし
た製品に対し「今治タオル」のブランド
マーク＆ロゴを付与したり、タオルソム
リエ資格試験の
実施や国外展
示見本市への出
展など、地域ブ
ランド戦略の取
り組みに業界が
一体となって取
り組んでいる。

広島県では「広島県地球温暖化対
策実行計画」に基づき、温室効果ガス
排出量削減の目標を定めている。目標
達成のため、環境省の「二酸化炭素排
出抑制対策事業費等補助金」を受けて
平成２１年度、宮浦浄水場にマイクロ水
力発電設備（写真）を設置した。
埼玉県内で
は、高坂中継
ポンプ所とさ
いたま市北部
配 水 場 に 、マ
イクロ水力発
電が導入され
ている。

写真は明治
時代に使用されていた織り機。

もしも、ＩＴで電力消費を最適に制御するスマートハウスで
街をつくったら―越谷レイクタウンでモデル事業始まる
5月31日、知事 公 館において、

し合う仕組み。住宅と店舗が混在

越谷レイクタウン・スマート街区先

するスマート街区は全国初です（県

導モデル事業協定締結式が行われ

と越谷市と地 権者、民間３企 業が

ました。

連携して進める事業）
。

この事業は、JR武蔵野線・越谷

12月のオープンを目指し、次世

レイクタウン駅南口前の住宅展示

代住宅の形や仕組みを広く知って

場内に、太陽光を中心とする再生

もらうため、完成後はモデルハウス

可能エネルギーを効率よく使うスマ

を利用した県民向けの宿泊体験を

ートハウス（モデルハウス）７棟とス

予定しています。

マートショップ１棟（店舗）を整 備
し 、 8 棟の電 力 需 給を 情 報 通 信
（IT）網で結ぶ「マイクログリッド※ 」

※マイクログリッド…既存の大規模発電所（越谷では、
東京電力）からの送電電力にほとんど依存せずに、エネ
ルギー供給源と消費施設をもつ小規模なエネルギー・
ネットワーク。

ゾーン（約3800㎡）を構築
イオン
レイクタウン

する事業です。
スマートハウスには家庭
用エネルギー管理システム

←南越谷

「H EMS」やガスを使った
燃料電池、省エネ照明、蓄
電池などを設置し、それぞ
上：スマート街区の模型を見ながら歓談
下：上田知事と高橋市長、地権者、民間3企業の締結式

7月16日（海の日）、 しらこばと
水上公園での「ホワイトビーチ開
き」式典に出席しました。
この「ホワイトビーチ」はスケート
リンク跡地の有効活用として整備
されたもので、 夏季はレジャープー

吉川→
越谷レイクタウン駅
スマートハウス（モデルハウス）

マイクログリッドゾーン

れの建 物が 発電した電 力
を、IT技術を駆使して融通

スマートショップ

しらこばと水上公園に
真っ白なビーチが
誕生しました！

ルの魅力アップ施設として白砂の
上でくつろいだり、 砂遊びやビーチ
スポーツを楽しむことができます。
その他の期間はビーチバレーや
ビーチサッカーなどのビーチスポー
ツや、 ビーチを活用したイベント開
催地等として活用されます。
内陸ビーチ施設としては国内最
大級規模の2100㎡。 オーストラリ
アの白砂を780㎥使った、 砂の厚
さ40㎝の、 ビーチバレー公式試
合に対応できる設備です。
式典終了後、 オリンピック出場
選手によるビーチバレーの模範試
合が行われました（写真）。
※バック写真は、イメージです

口腔がん、セルフチェックで予防しましょう
「埼玉県歯科口腔保険の推進に関する条例」制定記念のイベントで講演会
認知に努める、東京歯科大学口腔
外科学教授の柴原孝彦氏です。

国の「歯科口腔保健の推進に関
する法律」制定後、全国で最初に

「口腔がん『知って・見つけて・治

埼玉県が条例を制定（2011年10月

療して』」というテーマのお話でし

18日施行）し、越谷市は県内初の

た。口腔がんの発症率は1～2％。

口腔がん検診を導入しています。

正常細胞が、がんになるまでには5

にて「第9回 彩歯健康アカデミー」

～10年かかり、早期発見すると治

が開催され、講演を聞きに行きま

癒率が高いとのことでした。

した（写真は来賓挨拶をする高橋市長）。

一日に1回、口の中を見てセルフ

主催は埼玉県歯科医師会、越谷
市歯科医師会で、講師は口腔がん

チェックすることで、口腔がんは予
防できるそうです。

誰もが認める
「アナログ人間」
だった私が、
超初心者向け勉強会の講師をして大盛況！
わからない人の気持ちがわかるんですよねー。
（写真は、勉強会後の記念撮影）

県政

報告会

2012年

9月1６日（日）午後６時半～

●治りにくい傷、入れ歯や
さし歯による当たり傷がないか？
●粘膜のただれ、赤や白に
変色している部分がないか？

のです。最近ではほぼ毎日発信し
ています。
今年の2月からお仲間に入れて
いただいた「越谷ソーシャルビジネ
ス交流会」で Ｉ Ｔでの情報発信につ
いていろいろ教えていただき、なん
と7月9日には、facebookの超初
心者勉強会の講師を務めました。
自他共に認めるアナログ人間の
私が？ と以前からお付き合いのあ
る友人たちはビックリしています。
でも、おかげで若い方たちとの
交流が増えたり、いろいろな方の
声を聴く機会が増えました。これ
からも情報発信の一つとして続け
ていきたいと思います。

埼玉県議会 民主党・無所属の会 越谷支部
支部長

山本まさの 事務所
元ガソリンスタンド（J OM O ）と
タイヤガーデンに挟まれた建物です

越谷コミュニティセンター 視聴覚室

県政を 身 近 に！
もっと

●なかなか消えないシコリ、
腫れ、できものがないか？

フェイスブック→ facebook.com/masano.yamamoto.9
ツイッター
twitter.com/MasanoYamamoto

フェイスブックやってます！
市議会議員から県議会議員へ
送り出していただき、早１年数か
月が経ちました。
そんな中、「市議時代は身近な
所で活動していてよく姿を見かけ
たけれど、県議会議員になってか
らは何をしているのか分からない」
と言われたのをきっかけに、インタ
ーネットでのコミュニケーションツー
ル・facebookを始めました。
私のキャッチフレーズは「県政を
もっと身近に」です。越谷市内での
県政報告会を定例議会ごとに行な
ってはいますが、もっと県政を身近
に感じていただくために、昨年10
月からfacebookをスタートさせた

セルフチェックの
ポイント

6月10日、越谷市中央市民会館

参加希望の方は事前に
ご連絡ください。

↓
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