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埼玉県議会議員 山本まさの

県民一人一人に合せた新型コロナ対策をサポート
埼玉県は新型コロナウイルス対策
として、一人一人の状態に合わせた
情報やサポートの提供、県民の皆

大野元裕埼玉県知事からのメッセージ

様からの問合せに対して適切な相

新型コロナウイルス対策をより実効性のあるものにするためには、 今の皆
さんの状況を的確に把握し、 理解することが必要です。

談先等をご案内するLINE公式ア

そこで、 皆様から提供された情報を研究者の方々と連携して分析すること

カウント「埼玉県-新 型コロナ対 策

で、 新型コロナウイルスの実態を把握し、 対応策を実施することができます。

パーソナルサポート」を開設しました。
ご自身や大切な人を守るため、
LINEを利用されている方は、ぜ
ひご登録ください。

新型コロナウイルスから身を守る行動は、 一人一人の体調や生活習慣に
よって変わってきます。 このアカウントでは、 あなたの状況について教え
ていただくことで、 あなた自身に合った情報もお
知らせすることができます。
まずはメニューから質問への回答にご協力をお願
いいたします。
なお、 本質問はスマートフォンからのみご回答い
ただくことができますのであらかじめご承知おきく
ださい。

体調が悪い、 仕事を失った、 経営が
苦しいなど、 とにかくご相談を！
体調が悪い ➡埼玉県新型コロナウイル
ス感染症県民サポートセンター

0570-783-770
新型コロナによる休業や解雇など ➡
埼玉県労働局 特別労働相談窓口

048-600-6262

※詳しい内容 と 登 録は 右のQRコード、

企業支援 ➡地元の商工会議所・商工会
越谷市の場合は、越谷市商工会議所

または埼玉県ホームページより「埼玉県新型コロナ対策パーソナルサポート」で
検索してください。

048-966-61 1 1
スマホでのLINE画面

埼玉県における緊急事態措置の実施について
1.外出自粛を要請

密閉
県民の皆様に対して、医療機関への通
院、食料・医療品・生活必需品の買
い出し、職場への出勤、屋外への運
密集
密接
動や散歩など生活の維持のために
必要な場合を除き、不要不急の外出
の自粛を要請いたします。特に、遊興施設など、いわゆ
る「3つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加に
ついて自粛を要請いたします。【法第45条第1項適用】

2.多数の者が参加するイベント開催についてのお願い
事業者の皆様に対して、多数の者が参加するイベントの
開催を控えるよう御協力をお願いいたします。

4月7日から5月6日まで、埼玉県全域に対
して下記4点の緊急事態措置を実施します

3.県立学校への休業を要請
県立学校（特別支援学校を含む）について、県教育委
員会に対して休業を要請いたします。県内の小中学校、
幼稚園などについては、この方針を踏まえ、適切な措置
を講ずるようお願いします。

4.生活必需品の物資確保についてのお願い
生活必需品などの物資の確保について、事業者の皆様
には県民が安心して購入できる環境を整えていただくと
ともに、県民の皆様には冷静な対応をお願
いします。買い占めや売り惜し
みなどについては、躊躇な
く対応してまいります。
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予算特別委員会で
質問に立ちました。
3月に開催された予算特別委員会の総括質疑で、
私は3つのテーマについて質問しました。大野知
事からは、いずれも前向きな回答がありました。

埼玉版ＳＤＧｓの推進について ＊

SDGsとは持続可能な開発目標。17のゴール・169のターゲットから構成され、
地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓ってる。

山本まさの

大野知事

２点目の視点は、政策横断に

❶全庁的にSDGｓ＊を推進す

❶埼玉版ＳＤＧｓの重点テーマ

より多面的にアプローチする

る庁内体制を整備し、埼玉県

は、全て一度にはできないた

点である。

が取り組む重点テーマを検討

め、選択していく必要があると

部局の縦割りを排し、政策に

するとあるが、
１７の大きな目標

考えているが、その際に２つの

横串を刺していくようなことが

のうち、優 先 順 位をつけるの

視点を重視していく。

ＳＤＧｓの特徴だと考えている。

か、重点的な目標を選ぶのか。

まず１点目は、なるべく多くの

こうした２つの視点から重点テ

❷SDGｓは国や自治体、ＮＧ

主体に参画していただき官民

ーマを検討し、ワンチームにな

Ｏだけでなく、教育機関や民

協働で推進できるような、すな

れるような形で進めたい。

間企業、
そして市民一人一人も

わち、ＳＤＧｓの推進に当たって

❷ ＳＤＧｓについては、官民と

実施の主体になることを想定

は、あらゆる主体との協働が

申し上げたが民の中には一人

されているのも特徴だとされて

必要であり、企業や団体など

一人のすべての県民が含まれ

いる。企業・団体だけでなく、

にも意見を聞きながら「その

ていると考えており、可能な限

一歩進んで県民一人一人に届

テーマなら積極的に取り組み

り多くの方を巻き込めるような

くようなものも考えたらどうかと

たい」と共感いただけるテーマ

テーマ設定をしたいと考えて

思うが、
いかがか。

を検討したい。

いる。

山本まさの

大野知事

収入を増やしていくことを掲げ

日本 ではSDGｓ
「目標５：ジ

たいへん深刻だと思っている。

させていただいた。

ェンダー平等を実現しよう」

私が知事選挙に際して、演説で

これはあくまでも一例だが、

が最も低い達成度の評価に。

最も長い時間取り上げた政策

女性活躍推進法の改正や政治

また、
「ジェンダー・ギャップ

は、実は男女共同参画である。

分野における男女共同参画推

指数」の順位が１５３か国中

中でも、男女の賃金格差を減

進法などの法制面の整備だけ

121位と過去最低だった。

らしていくためには、Ｍ字回

ではなくて、県としてできる、

SDGｓ
「目 標５」の 順 位につ

復、つまり産後や子どもが大き

誰一人取り残さない、ジェン

いて知事の見解は？

くなった後に戻ってくる方々に

ダー・ギャップに対する回答の

しっかりとしたキャリアパスを

一つになり得るものだと思って

つくること、女性が働く職場だ

いるので、その方向に向かって

けではなく、女性のキャリアや

努力をさせていただきたい。

「ジェンダー平等の実
現と女性・女児の能力
強化」は、ぜひ取組を
お願いします！

まさのレポート37

女性活躍の推進について
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＊30％ Clubは企業の持続的成長を実現するために、役員に占める女性割合を向上

させることを目的とした世界的キャンペーン。日本でも2019年5月1日にスタート。

山本まさの

の良いところは伸ばし、 改め

取組により、「埼玉版ウーマノ

❶女性活躍を推進するにあ

るべきところは改め、 足らな

ミクスプロジェクト」をより良

たり、
「上田県政の継 承と発

いところを底上げしていく。

い実り多いものに変えていく。

展」を来年度の予算 編成の

仕事と家庭の両立支援に取り

❷ 企業の中で女性管理職を育

中で、どのように反映させて

組むための「多様な働き方実

てていくことが重要であるととも

いるのか？

践企業」の制度については、

に、男女ともに意識改革をして

（サ
❷「30％ Club Japan」

時間外労働の削減や有給休暇

いくことが必要。経営者には、

ーティーパーセント クラブ ジ
＊ の埼玉版を設置し
ャパン）

の取得など、特に女性に負担

先行事例の発表や交流会など

がかかっている部分の見直し、

の実施、課題がある場合には社

てはどうか。

男性の育児休暇キャンペーン、

会保険労務士など専門家を派

さらには、高いスキルや豊富な

遣して意識改革をしてほしい。

キャリアを持つ女性が復職を望

また、女性に管理職の研修を実

大野知事

む場合には女性キャリアセンタ

施し、女性のモチベーション、

❶上田前知事が進めてきた 「埼

ーにおいて新たに業界団体と

資質向上のためのキャリア

玉版ウーマノミクスプロジェクト」

連携したセミナーを行うなどの

アップを図りたい。

ジェンダーギャップの少ない社会を目指す
ことが我々政治家に課せられた使命

歯科医療体制の推進について
山本まさの

師会、市町村、保険者などと

と連携を取りながら、一層力を

❶口腔ケア対策について
❷在宅歯科医療推進拠点の

協力しながら取り組んでいく。

入れていく。

❷埼玉県歯科医師会に委託し

❹平成３０年度から生活保護受

利用状況は？

て、推進窓口などを３０か所設

給世帯などの子供が通う学習

❸在宅歯科医療拠点の今後

置。平成２７年4月の開始から

支援教室に歯科医師や歯科衛

の展開について

3,200人の在宅歯科診療につ

生士を派遣して、フッ化物洗口

❹子供の口腔ケアは？

なげいる。また利用者は年々

や歯みがき指導を行う「子供の

増加している。

健口支援事業」を実施している。

❸在宅歯科診療のニーズはま

小児期から健康に生きるチャン

大野知事

だかなり低い状況にあり、多

スをあらゆる子供たちに与える

❶歯と口の健康と、全身の健康

職種との連携、拠点における

ことが、将来における健康と、

が関わっているということが広く

相談の充実、県民への更なる

健康長寿社会に対するニーズ

周知されるよう、埼玉県歯科医

ＰＲが課題。埼玉県歯科医師会

に応えることだと考えている。

せんこう

けんこう

その他、部局別質疑

総務部 ・女性管理職登用について ・男性職員の育児休業取得について
県民生活部 ・外国人の日本語学習について
病院局 ・県立4病院の地方独立行政法人化について
保健医療部 ・コバトン健康マイレージについて ・健康長寿サ
ポーター、スーパー健康長寿サポーターについて
県土整備部 ・川の国埼玉はつらつプロジェクトについて
都市整備部 ・空き家等対策について
下水道局 ・バイオガス発電について

まさのレポート37

2020年2月定例会報告
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令和2年度（2020）埼玉県予算 が成立！
県政史上最大の予算総額
2月定例県議会（２月20日～３

日本一暮らしやすい埼玉県の実現へ
令和2年度 注目の予算

月27日）では、新型コロナウイル
が可決・同意、1議案は継続とな
りました。補正後の令和2年度一
般会計予算総額は、過去最高の
１ 兆9614億3464万円です。

予算編成の基本方針
大野知事就任後初の予算は、
1. 日本一暮らしやすい埼玉の実現
2.「誰一人取り残さない」SDGs
施策の推進～埼玉版SDGs ～
3. 厳しさを増す財政状況を打破

① 安心・安全しっかり確保

ス対策の補正予算案など94議案

するための行財政改革
安心・元気のスタートアップ予
算として 「安心 ・ 安全しっかり確
保」 「持続可能な成長 ・ 発展」
「誰もがいきいき活躍」を最優
先 に取り組むとともに、５か年計
画に基づく各施策の推進やワン
チーム埼玉の施策の推進にも重
点的に予算が配分されています。
また、今定例会で委員会等の

② 持続可能な成長・発展

を基本方針に編成されました。

変更があり、私の所属は、
「環境

災害に強い埼玉の構築
フィーマ

◆災害対策本部の機能強化 （埼玉版FEMA） など …7,413万円
米国連邦緊急事態管理庁（FEMA）を参考に平時から災害ごとのシナリオ
を作成し、図上訓練を繰り返すことで、関係機関と協力できる体制を構築。

◆県土強靭化緊急治水対策プロジェクト ……85億881万円
令和元年の台風被害を教訓に、河川インフラの強靭化などを実施し、
災害に強い県土づくりを進める。

医療体制の充実
◆ドクターカーの広域運行拠点整備 ……………2,630万円
県の東西2か所の救命救急センターに365日24時間体制のドクター
カー広域運行拠点を整備。

埼玉の魅力発信
◆埼玉県ゆかりの3偉人関連事業など …………1億100万円
令和3年の N H K大河ドラマ「青天を衝け」の主人公のモデルに選ば
れた渋沢栄一をはじめ、塙保己一、荻野吟子といった埼玉県ゆかりの
偉人に関したイベントなどを通じ、埼玉の魅力を発信する。

未来を見据えた基盤づくり
◆埼玉版SDGsの推進 ……………………………1,400万円
全庁的にSDGsを推進する庁内体制の整備、官民で構成するコン
ソーシアムの設置、SDGsを自ら取り組む事業者・団体を登録する
「SDGsパートナーシップ制度」（仮称）の創設、取組事例の発信、
環境関連団体等との連携による取組促進、啓発フォーラムの開催。

農林委員会」
「公社事業特別委員

越谷警察署の改築に
予算がつきました！
3億1,765万円
越谷警察署庁舎
の改築に向けた
設計 ・ 拡張用地
の購入費用となり
ます。開署予定は、
令和7年度です。

③ 誰もがいきいき活躍

会」に決定しました。

人生100年を見据えたシニアの活躍推進
◆埼玉県コバトン健康マイレージの推進 ……3億7,107万円
スマートフォンアプリの機能向上や、さらにポイントがたまる仕組みの導入な
どで魅力を高め、参加者拡大を図るとともに高齢者のスポーツ参加を支援。

子育て応援埼玉
◆私立高校教育費負担軽減のための助成 …149億9,700万円
全国トップクラスの補助をさらに拡大し、授業料の負担軽減を充実。

誰もが活躍できる社会の実現
◆「共生社会プロジェクト」 の推進 ………4億5,025万円
女性が働きやすい環境の整備、LGBTQ の実態調査・啓発など。

