
　新型コロナウィルス感染症が世界で猛威を振るっています。埼玉県では県内の陽性確認者数356人

（４月11日18時30分現在）、東京都の緊急事態措置も踏まえ、埼玉県としても緊急事態措置を行いまし

た。 戸田市での陽性確認者数は15人です（４月15日時点）。

　本緊急事態措置は４月７日（火）に発出した緊急事態措置（第１弾）に続く第２弾となり、令和２

年４月13日（月）から５月６日（水）までです。

　無所属県民会議では、新型コロナウィルス感染症に対し、一早く対応して参りました。政治は、命

と安全を守るものであり、国難ともいえるこの危機的状況に会派一丸となって臨みます。
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新型コロナウィルス感染症対策に会派一丸となって取り組みます！緊　急

31号埼玉県議会議員 無 所 属
県民会議

新型コロナウィルス感染症への無所属県民会議の取組み無所属県民会議

２月４日　「新型コロナウイルスによる肺炎への対策を求

める緊急要請」を知事に提出。

３月４日　国の一斉休校要請に対するご意見をまとめ、

「県民の声」として知事と教育長に提出。

３月19日　令和2年度予算特別委員会にて、会派を代表し

石川忠義議員が、将来的な歳入不足を知事に

質疑。

３月23日　急遽本会議を開いて新型コロナウイルス感染症

に関する補正予算を審議、全会一致で可決。

３月27日　「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急対

策を求める意見書」を共同提案・可決し国に

提出。

４月６日　県立学校の休校期間延長や医療体制の強化などを

「県民の声」として知事に提出。

◆緊急事態措置相談センター

電話：048-830-8141 
開設時間：９時00分〜18時00分（土日・祝日も実施）

◆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

電話：0570-783-770
受付時間：24時間（土日・祝日も実施）

FAX：048（830）4808（聴覚に障害のある方をはじめ、電

話でのご相談が難しい方は、FAXをご利用ください。）

◆埼玉県-新型コロナ対策

パーソナルサポート

  （LINEアカウント）

◆戸田市新型コロナウイルス対応窓口

電話：048-446-7273
９時00分〜17時00分

（土日・祝日を除く）

無所属県民会議

提出した要請書等は

こちらで

ご覧いただけます。



令和2年度予算、新型コロナウィルス感染症対策予算を可決！令和２年２月定例会・臨時会

１兆9,603億1,500万円
（前年度比3.8%増）

３兆4,508億5,773万9,000円
（前年度比0.8%減）

一般会計 全会計合計
（一般会計・特別会計・企業会計）

安心・元気のスタートアップ予算

１　安心・安全しっかり確保

（１）災害に強い埼玉の構築

（２）県民の安全強化

（３）医療体制の充実

２　持続可能な成長・発展

（１）東京オリパラに向けた取組み

（２）埼玉の稼げる力の向上

（３）未来を見据えた

    基盤づくり

３　誰もがいきいき活躍

（１）人生１００年を見据えたシ

ニアの活躍推進

（２）子育て応援埼玉

（３）誰もが活躍できる

　　社会の実現
コバトン コバトンコバトン

５か年計画に基づく各施策の推進

１　未来への希望を実現する
・不妊治療への支援 11億2,000万円

・幼児教育・保育の無償化　 161億3,000万円

・健康長寿埼玉プロジェクトの推進 3億7,100万円

２　生活の安心を高める
・救急医療体制の整備 13億7,500万円

・交通安全施設の整備 36億700万円

・防災関連公共事業 438億2,800万円

３　人財の活躍を支える
・特別支援学校の整備　 37億2,000万円

・私立学校運営費助成　 356億7,900万円

・放課後児童クラブへの支援　 58億8,400万円

４　成長の活力をつくる
・商工団体等を通じた小規模事業者へ

の経営支援　 30億9,200万円

・渋沢栄一翁を軸とした観光振興　 8,600万円

・「あと数マイル」プロジェクト 128億4,000万円

５　豊かな環境をつくる
・埼玉版SDGsの推進　 800万円

・埼玉版スーパー・シティプロジェクトの推進

 　3,900万円

・県営公園整備の推進　 45億8,600万円

６　魅力と誇りを高める
・東京2020オリパラ成功に向けた取組み　  

 16億2,900万円

・彩の国いきがい大学の刷新 1億1,900万円

・外国人観光客100万人誘致 8,100万円

新型コロナウィルス感染症関連予算

１　県民相談体制の強化
・専用電話相談窓口「県民サポートセ

ンター」の運営  ２億949万円

・啓発用リーフレットの作成 

  292万6,000円

２　検査・医療提供体制の強化
・感染症検査体制の整備  4,000万円

・医療機関受診体制の整備  約1億3.518万円

・入院医療費の公費負担  約3,005万円

３　感染者フォローアップ体制の整備
・13保健所に看護師を派遣  3,562万円

４　感染拡大防止対策の実施
・医療機関へのマスク ・消毒液の配布 6,818万円

・介護施設等における多床室の個室化

改修への助成  約４億7,383万円

５　検査体制の強化
・保険適用PCR検査の公費負担  6,435万円

６　中小企業への支援
・経営安定資金及び経営あんしん資金

の融資利率の引下げ（令和２年度支

出分6,000万円、令和３年度以降支出

分（債務負担行為の設定-限度額 ９ 

億9,200万円）



令和2年度予算、新型コロナウィルス感染症対策予算を可決！ １年間務めた委員会も今回が最後です。６月定例会からは新しい委員会で頑張ります！委員会審議

企画財政委員会 経済・雇用特別委員会

企画財政委員会

　埼玉県では、2017年から３年間にわたり取り組

んできた「行財政改革プログラム」を統括し、

新たに目指すべきである「日本一暮らしやすい

埼玉」を実現するため不断の行財政改革を推進

しています。

　特に私は、市議会議員の頃からテレワークの推

進に取り組んでおり、県庁においてもテレワーク

の推進を求めました。テレワークは行財政改革の

経済・雇用特別委員会

　埼玉県では、広域交通網等の優位性をアピー

ルして企業誘致を行っています。その結果、過

去10年の本社転入超過数が全国1位となり、経

済効果は投資総額約１兆7,726億円、新規雇用

34,791人です。

若い世代や女性の声、皆さんの声をしっかり県政に届けて参ります！議会改革

毎日新聞子育てルーム

　昨年12月に女の子を出産し（現職の県議会議

員としては初めての事例）、産後８週が明ける２

月定例会から議会に復帰しています。

　ただ、産後８週（生後２か月）では預け先が

なく、また授乳のタイミングもあったため、復

帰にあたり使われていなかった空き部屋を「子

育てルーム」として使わせていただけることと

なり、子どもを連れて登庁しました。

　仕事復帰にご理解とご協力をいただいた皆さ

んに深く感謝しています。今後は、女性や子育

て世代の議員が議会で活動できるよう取り組む

とともに、「子育てルーム」を来庁者の皆さんも

使えるようにしていきたいと思います。

県議会にベビールーム 政務活動費領収書のインターネット公開

東京新聞

　無所属県民会議がかねてより訴えていた政務

活動費領収書のインターネット公開がいよいよ

進みます。無所属県民会議が協議を呼びかけ、

検討会の設置が決定

しました。

　これからも議会の

透明性・公開性を訴

えて参ります。

お茶出し職員の廃止

テレビ報道

　同じく無所属県民会議が廃止を訴えてきたお

茶出しのための女性職員の採用も廃止されまし

た（年間約37万円）。これからは議員自らが水筒

等を持参します。

 お茶出しのために女

性を雇うというのは時

代錯誤であり、遅きに

失した対応ですが、一

歩前進です。

＜行財政改革大綱の方向性＞

①県庁のICT化・働き方改革

②多様な主体との連携・県民参画の推進

③経営感覚を持った行財政運営

目的以外にも、昨年の

台風19号や今回の新型

コロナウィルス等の災

害時に必要であり、多

角的に取り組む必要が

あると指摘しました。

　今後は、産業用地

の創出に取り組みま

す。

　また、埼玉県は先

端産業創造プロジェ

クトにも取り組んで

います。新技術・製

品 化 開 発 支 援 等 を

行い、累積売上高は

38.3億円に上ります。

　今後は、ものづく

り中小企業のAI・IoT

化支援を行います。

先端産業創造プロジェクト



編集後記

　新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっています。不

要不急の外出を止めるとともに「３密」を避け、ご自身と

大切な人の命を守る行動をとりましょう。皆さんと心を一

つにしてこの国難ともいえる危機的状況を乗り越えたいと

思います。

皆さんの声を大切に、フットワーク軽く、対応していきます！ご意見対応

　地域の方から「大前交差

点（オリンピック通り）の

歩行者用信号を付けてほし

い」とメールをいただきま

した。ここは交通量の多い

交差点で、歩行者用信号が

必要だと考え、埼玉県警察

本部に要望しました。

①大前交差点に歩行者用信号機を付けてほしい

　地域の方から「さくら川で遡

上した鯉がフェンスに引っか

かって大量死しそうだ」とメー

ルをいただきました。担当課に

よれば、毎年遡上する鯉の対策

に新たに設置したフェンスが倒

れたとのことなので、安全対策

を徹底するよう求めました。

　県立高校の保護者の方から

「県立高校のすべての教室にエ

アコンを設置してほしい」と

メールをいただきました。県教

育委員会によれば約450億円の

予算が必要であり、財政的に難

しいことがわかりましたが、引

き続き要望して参ります。

ご協力のお願い

　「地盤・看板・カバンなし」のクリーンな活動を支えてく

ださる方を募集しています。ご寄付、事務作業、ポスティン

グ等、ご協力いただける内容をお知らせください。

〒335-0023　戸田市本町1-21-8-1F　

無所属県民会議戸田支部　こんの桃子  048-235-5358

③さくら川で遡上した鯉が大量死しそうだ

④県立高校のすべての教室にエアコンを設置してほしい

　地域の方から「下戸田交

差点（国道17号）に歩行者

用信号を付けてほしい」と

メールをいただきました。

ここは交通量が多い上、見

通しも悪い交差点であり、

埼玉県警察本部に要望しま

した。

②下戸田交差点に歩行者用信号を付けてほしい

大前交差点

県立高校

さくら川

県の補助金を活用したり、県の取組みを真似したり、県の力で戸田市もパワーアップできます！政策実現

猫の不妊等手術費助成を創設！

　私は、市議会議員の

頃から「殺処分ゼロ」

を目指し、地域猫活動

に熱心に取り組んでき

ました。

　戸田市では平成27年

度から３か年にわたり

市役所の電話保留音が「ああ わが戸田市」に！

　埼玉県庁の電話保留

音は埼玉県歌です。そ

こで、私は少しでも戸

田市に愛着を持っても

らえるように、戸田市

役所の電話保留音も戸

田市歌「ああ　わが戸
平成30年６月議会

県補助金を活用し動物愛護団体への補助を始め

ましたが、私は同時に個人ボランティアの方へ

の補助も求めてきました。

補　助　額：１頭あたり上限5,000円(性別不問)

手　続　き：申請書の提出、実績報告等

問い合わせ：戸田市役所環境課

平成28年12月議会

田市」にしてはどうかと提案していました。

　これを受けて、戸田市役所では、令和元年よ

かすむ秩父の山なみに　春もうららの荒川よ　

木々もみどりの芽をふいて 風にゆれてる

桜草　ああ　わが戸田市　ふるさとよ

議会で提案！
議会で提案！

　皆さんの熱意が伝わり、

戸田市では令和２年度から

県補助金を活用し個人ボラ

ンティアの方への補助制度

が新設されました。

下戸田交差点

り、電話保留音が「ああわ

が戸田市」になりました。

なお、費用は掛かっていま

せん。

　ぜひ、皆さんも電話をする

際、聞いてみてくださいね。TNR 活動

実現！

電話保留音

実現！


