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郵便区内特別

埼玉県議会議員 山本まさの

「民進・立憲・無所属の会」として、新たなスタート
この度、私は、民 進党 所属の

おいでいただいた党員・サポー

政党は変わりましたが、物事に

越谷市議３名とともに民進党を離

ターの皆様や身近な方々からご

対する考え方や活動など、私の中

党し、立憲民主党に入党いたしま

意見をお伺いし、熟慮の末の決

身は、これまでもこれからも、全

した。去る１月１９日の説明会に

断でした。

く変わっておりません。今後も埼
玉県議会議員として、埼玉県民
のため、越谷市民のために活動を
続けてまいります。
また埼玉県議会の会派も、所
属の構成が民進党４名、立憲民
主党４名、無所属１名となったこ
とに伴い、会派名を『民進・立憲・
無所属の会』
と改めました。
しかし同じメンバーで団結し、
共同歩調をとるというのも以前と
変わらずそのままですので、今後
ともご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

会派のメンバーと。後列右から3番目は上田知事。

越谷レイクタウン駅前交番完成
平成17年頃から要望のあっ
た越谷レイクタウン駅前交番の

しています。
こうした人の流れと連動し、

埼玉県議会議員

山本まさの

既存の大相模交番を越谷レイ
クタウン駅前へ移転改築。
大相模交番は「大相模安全安
心ステーション」
として生まれ

開所式が3月8日行われました。

事件・事故等の取り扱いもレイ

変わり、地域の安全を守る拠点

越谷レイクタウン駅を中心と

クタウン駅前周辺に集中し、そ

となりました。

したレイクタウン地区は、人口

れに伴う警察事象への迅速な

も1万人を超え、駅前の大型商

対応の他、ソフトターゲットに

業施設には年間5000万人規模

対するテロ防止対策等の視点

の来客があり、越谷レイクタウ

からも、活動拠点となる交番を、

ン駅における一日平均乗降客

駅前に設置する必要性が認め

数も4万人を超えるまでに発展

られ、平 成29年 度 に お い て、

開所式にて
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1年半ぶりの一般質問。
種子法などについて質問しました。
2月20日から3月27日まで2月定例県議会が開催されました。
その中で私は7つの項目について一般質問を行いました。
一部を抜粋してお伝えします。

主要農作物種子法廃止に伴う県の対応について
山本まさの

上田知事

の農業団体が行っている。

本年4月に主要農作物種子法

主要農作物種子法は、昭和27

また、米については本県でも、

が廃止となるが、県の農業技

年（66年前）の制定以来、米・

味が良く作りやすいオリジナル

術研究の予算の確保や、
県の

麦・大豆について、地域の気

品種「彩のかがやき」や「彩

独自の農業制度や計画への

候・風土に合った種を安定的に

のきずな」を育成し、今では県

影響はないか？ 今後の県の

供給する役割を果たしてきた。

のブランド米となっている。

対応は？

この法律に基づき、県では種

県としても、オリジナル品種の

の供給量を確保するための生

育成や品質の優れた種の安定

産計画を策定し、種の品質を

的な確保・供給は大変重要な

確保するための発芽審査など

ので、今後も農業団体と連携

を行っている。その上で、農家

し、これまで通りしっかり

への種の安定供給はJAなど

取り組んでいく。

この質問をした理由は…

ることを都道府県に義務付けて

発に必要な予算がこれま

主要農作物種子法（以下種子

きた法律です。これにより、主食

でどおり確保できるのか、県の

法）は食糧確保を目的に、昭和

である米、麦、大豆の優良種子

奨励品種制度や種子生産計画を

27（1952）年に制定され、米、

の安定供給が担保されてきまし

維持できるのか、大変気がかり

麦、大豆について、都道府県内

た。ところが昨年、種子法の廃

です。

に普及すべき優れた特性を持つ

止が閣議決定され、本年4月1日

品種を「奨励品種」（地域や多

に廃止となりました。

様性）に指定し、種子を生産す

今後の埼玉農業の発展のため
にも、種子法廃止後も影響のな

私は種子法廃止により、埼玉

いよう、県がしっかりと継続的に

県の農業技術研究センターに働

対応すべきと考え、今後の県の

く技術者や種子の維持管理、開

対応について質問しました。

・学校長集金の実態と公会計化の推進について
・医療制度の充実について（女性医師の職場復帰支援について）
・高齢者の消費者被害を防止するための取り組みについて
・地元問題について
都市計画道路越谷吉川線および吉川橋架け換えについて
越谷市における川の国埼玉はつらつプロジェクトについて
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救急医療における受入体制の充実について
山本まさの

保健医療部長

救急電話相談体制も強化。そ

救 急医療における受け入れ

受け入れ可能な医療機関を、

の結果、患者の受け入れ照会

体制の充実について、これま

救急車内でリアルタイムに把握

回数の減少につながった。

での県の取り組みと、今後の

できるようにした。救急患者を

今後は、搬送困難事案受け

対策は？

受け入れる医療機関を12病院

入れ医療機関への補助事業の

指定し、県全域をカバーした。

見直しを検討する。

歯科口腔保健の充実について
山本まさの

保健医療部長

❷より多くの地域で在宅歯科

❶歯科口腔保健に関する取り

❶平成24年度に「埼玉県歯科

診療が広がっていくよう、県内

組みがどのように推進されて

口腔保健推進計画」を策定

19か所の在宅歯科医療推進拠

きたか、またその成果は？

し、さまざまな施策に取り組ん

点に訪問歯科診療機器を追加

❷平成30年度の訪問歯科診

できた。乳幼児期から高齢期

配備していく。

療機器の追加配備について

まで、この数年で歯と口腔の状

❸貧困家庭の子供を対象に、

❸家庭での口腔ケアが十分

態が各段に改善されており、

歯科保健指導などの個別支援

でない子供の口腔ケアの問

確実に成果が表れていると認

を行う「子供の健口支援事

題をどう支援していく？

識している。

業」を予定している。

民間建築物のアスベスト対策について
山本まさの

都市整備部長

国の補助制度の継続を要望し

❶アスベスト対策に係る国の

❶県でも要望や意見交換を行

ていく。

補助金打ち切り撤回につい

い、県議会からも補助の継続

❷平成30年度から1,000平方

て、県の対応および現在の国

を求める意見書が提出され

メートル未満の小規模な建築

の状況は？

た。現在国では、平成29年度

物についても補助対象に加え

❷小規模な建築物について

で打ち切りとしていた補助期限

た。国や市町村・関係団体と連

も早急にアスベスト対策に着

を一定の要件のもと平成32年

携し、早期に解消すべく取り組

手すべきでは？

度まで延長。県では、その後も

んでいく。
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平成30年度（2018）埼玉県予算 が成立
県政史上3番目、
1兆8657億6千万円
2月定例県議会（2月20日～ 3
月27日に 開 催）で は、平 成30年
度 予 算について審 議され、1兆
8657億6千万円の一般会計当初
予算などが成立しました。
予算は、少子高齢化の進行や
生産年齢人口の減少に対応する
ため、「未来への投資」をメイン
テーマに編成されました。
具体的には、人工知能（AI）な
どの新技術の活用でスマート社
会へのシフトに重点が置かれた
ことや、結婚から子育てまで切
れ目のない支援、子どもの貧困
対策、シニア活動を推進する事
業などです。
また、ラグビーワールドカップ
会場の設備、オリンピック・パラリ
ンピックに向けた
「けやき広場」
の
バリューアップ、がん対策の推進、
小児救急や周産期医療の設備、
警察署庁舎の建設、防災行政無
線の再整備にも集中投下されます。

主な新規・拡大事業
■シングルマザー支援の推進
新

女性の貧困問題への支援（県民生活部）………………………………………… 9億円

シングルマザー等を対象とした講座や女性の貧困問題解決に向けた地域活動を行う女性リー
ダーの育成講座を実施

・ひとり親に対する徹底支援（福祉部）…………………………………………… 131億円
ひとり親に対する就業相談や 新 資格取得支援講座等の実施、ひとり親に対する経済的支援の実施

■スマート農業の推進（農林部）
新

AI・ドローン等を活用した農業の生産性向上支援 …………………………… 13億円

農業分野にAIやドローン等を活用し、熟練農家の技術の見える化や
生産性の向上、作業の省力化を推進

・農業への先端技術導入の支援 …………………………………………………… 16億円
生産現場の課題を解決するため、民間企業が開発した
先端技術を農業分野に導入し、新たな技術開発や実証を実施

先端技術を活用した農業大学校の教育の高度化推進 ……………………… 9億円
農業大学校において先端的な農業技術を活用した学習ができる環境を整備し、教育内容を充実

新

■スマート社会へのシフト
ドローン等による河川・ダムの3次元測量の導入（県土整備部） ………… 15億円
公共事業等の効率化・省力化を図るため、河川・ダムにおいてドローン等を活用した3次元測量を導入

新

高度分析システムの整備（警察本部）………………………………………… 447億円
被疑者の早期特定・検挙および抑止力の強化を図るため、高度分析システムを整備

新

■「働くシニア 応援プロジェクト」の推進（産業労働部）
・シニアへの就業支援 ……………………………………………………………… 262億円
セカンドキャリアセンターで就労支援、インターンシップ等の実施、新 シニア向け小規模起業への支援、
「シルバー・ワークステーション」によるシルバー人材センター会員向けの新たな派遣先の開拓
新

サラリーマン層への集中的な働きかけ ………………………………………… 37億円

市町村の国保窓口に切替に来る退職者への「生涯現役カード」の配布や電話相談による仕事や地域
活動等の相談窓口を紹介、定年後の準備に向けた意識啓発を行うために現役世代を「シニアライフ案
内士」として養成

「埼玉県民栄誉章」「彩の国功労賞」など 議会の同意必要に！
自民が突然、議決を主張

言がありましたが、長年にわたる

功労賞は、功績が広く知れ渡り、

功績を表彰する「名誉県民」とそ

県民が盛り上がっている時期に

「県民栄誉章」や「彩の国功労

の時々の活躍を讃える「県民栄

表彰することが、何より重要」と

賞」などについて、県 議会の同

誉章等」では、対象も内容も異

訴えましたが、賛成多数で可決

意を必要とする自民党県議団の

なります。

されてしまいました。

条例案が成立しました。全国で
も例のないことです。

自民、改革以外は反対

これにより、日本人初となる5
個のメダルを獲得された平昌冬

提案者からは、
「全国１９都県

自民、改革以外の会派は反対

季パラリンピックの村岡選手の

が『名誉県民』を議決事件として

しました。私は議決前の反対討

表彰も6月議会にかけなければ

いることから、同意案件にはな

論に立ち、
「埼 玉 県 民 栄 誉 章、

ならず、タイミングを大きくずらす

じまないとは考えにくい」との発

彩の国特別栄誉章および彩の国

ことになりました。

