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　こんのは９月定例会で「現在の埼玉県道交法細則では、自転車後部座席に乗せられる年齢は『６歳』

までになっており、保育園・幼稚園の年長クラスの途中で子どもを乗せられなくなっている。『小学校

入学』までに拡大するべきだ」と提案しました。これを受けて、令和２年12月１日より、埼玉県道交法

細則が改正され、『小学校就学』まで拡大されました。これからも子育て当事者の声を届けて参ります。

令和２年９月定例会 子ども乗せ自転車

医療機関 対　象 小児 住　所 予約方法（電話）

戸田市立医療市民センター 広く受け入れる 〇 美女木4-20-1 421-4114

北町クリニック 広く受け入れる 〇 笹目北町5-10 421-1181

公平病院 広く受け入れる 〇 笹目南町20-16 421-3030

戸田駅前クリニック 広く受け入れる × 新曽330-1 434-6325

ほそあい内科クリニック 広く受け入れる 〇 新曽813 242-5556

こうゆうクリニック 広く受け入れる 〇 新曽1935 Web又は050-5840-2324

北戸田クリニック 広く受け入れる ×
新曽2220-1
北戸田ファーストタワー1階

441-9029

河野内科医院 広く受け入れる 〇 新曽2492-1 447-7227

大島内科クリニック 広く受け入れる × 上戸田2-1-15 Web又は430-8010

篠医院 広く受け入れる 〇 上戸田5-14-7 442-3221

公園の街クリニック 広く受け入れる × 本町5-13-19-101 447-6571

なかじまクリニック 広く受け入れる × 下戸田2-9-20 441-1211

ふくだ内科 広く受け入れる × 川岸2-7-30 予約不要

議会で提
案！

埼玉新聞（12 月２日）

実現へ
！

〈改正内容〉

自転車の幼児用座席に乗車で

きる年齢

「６歳未満」→「小学校に入る

まで」

※運転者は16歳以上

※座席の安全基準を満たすこと

埼玉県指定診療・検査医療機関をお知らせします！

※広く受け入れる医療機関のみ掲載しています。



埼玉県障害者交流センター

　「埼玉県障害者交流センター」は、さいたま

市浦和区にあり、埼玉県社会福祉事業団が運営

し、障がいのある方の社会活動分野における全

県的な拠点施設として利用されています。

　各種相談や研修をはじめ、文化・芸術活動や

スポーツ活動の試

行を図るための事

業を総合的に展開

しています。

　立ち上がり式

プール、福祉調理

器具、展示ブロッ

ク、集団補聴器等

の設備がありま

す。

　私もブラインド

テーブルテニスや

車椅子バスケを体

験させていただき

ました。初めての

体験でしたが、想

像以上に難しく面

白かったです。
障害者交流センター

埼玉県立点字図書館

　「埼玉県立点字図書館」は、熊谷市にあり、

社会福祉法人埼玉県ブルーバードホームが運営

し、点字・録音の製作や貸出、点字・録音雑誌

の製作や貸出、点訳・録音ボランティアの指導

や育成などを行っています。視覚に障がいのある

方なら、どなたでも無料でご利用いただけます。

　点字に訳するの

は専門的技術を有

する作業ですが、

私も自分自身の名

前を点字でどう書

くかを学ぶことが

できました。絵本

の点訳にも力を入

れているそうです。

点訳本

熊谷県立点字図書館

児童養護施設「上里学園」

ています。
 子どもたちは６
つの寮に分かれ
て、幼児から高校
生までが生活し、
近隣の幼稚園に小
学校、中学校、高
等学校等に通学し
ています。
 親元と離れなが
らも元気に暮らし
ている子どもたち
に会えてよかった
です。このような
施設にはしっかり
と公的支援が必要
だと感じました。 小学生寮

  「上里学園」は児玉郡上里町にあり、社会福祉法
人埼玉県社会福祉事業団が運営し、児童福祉法に
基づいて、親のいない子どもや様々な事情で家族
と一緒に暮らすことのできないお子さんを預かっ

障害者支援施設「嵐山郷」

  嵐山郷は、比企郡嵐山町にあり、埼玉県社会
福祉事業団が運営し、重度知的障がいや心身障
がいのある方を支援する埼玉県立の社会福祉施
設です。 

　利用者は福祉型
障害児入所施設、
障害者支援施設、
医療型障害児入所
施設・療養介護事
業所、保育所グ
ループホームでそ
れぞれ生活してい
ます。
　寝たきりの状態
や24時間体制で看
護が必要な方も多
かったですが、職
員の方々が献身的
にケアをされてい
る姿が印象的でし
た。

上里学園 嵐山郷

医療型障害児施設

指定管理者の指定にあたり、会派で現地を視察！12月定例会

ブラインドテーブルテニス

岡村ゆり子

県議
こんの

絵本の点字

コ ン ノ モ コモ

点字はこういう風に

書くんだね！



環境農林委員会

指定管理者の指定を審議！ デジタルフォーメーション計画の審議！

　環境農林委員会では、自然学習センター及び

北本自然観察公園、狭山丘陵いきものふれあい

の里センター、さいたま緑の森博物館、農林公

園、県民の森などの指定管理者の指定を審議し

ました。私は、各施設の指定管理者選定の基準

に差があることや、説明会には参加したものの

実際に指定管理者の申請に至らなかった理由等

を質疑しました。

　基準に差がある理由は、全体で大枠が統一さ

れ、各担当課で具体的基準を設定するためとの

ことでしたが、表現方法に差が出ているので、

出来る限り細かく示すことが大切だと感じまし

た。また、申請に至らなかった理由は、県施設

の規模が大きいことが理由になることが多いよ

　地方創生・行財政改革特別委員会では、情報

技術の活用と行政の効率化をテーマに、「埼玉

県デジタルトランスフォーメーション推進計画

(案)」について審議しました。

　「デジタルフォーメーション(DX)」とは、進化

したデジタル技術を浸透させることで人々の生

活をより良いものへ変革することです。

　私は、①市町村格差が生じないよう配慮する

環境農林委員会

地方創生・行財政改革特別委員会

無所属県民会議

委員会の提言書に対する県の対応を確認！

　９月に新型コロナウィルス感染症対策特別委

新型コロナウィルス感染症対策特別委員会

新型コロナ特別委員会

地方創生・行財政改革特別委員会

迷惑行為防止条例 ( 案 ) が否決！

　私たち無所属県民会議が提案した「迷惑行為

松坂よしひろ議員

（東松山市・川島町・吉見町）

防止条例（案）」が

自民党・公明党の

反対で否決されま

した。同趣旨の自

民党提出の条例案

に私たちもやむな

く賛成し、可決さ

れました。

街路樹を考える議員連盟を発足！

　石川忠義議員(久喜市)の呼びかけで、「街路樹

を考える議員連盟」が発足しました。無所属の会

うですが、適切な指

定管理者選定のため

にも多くの事業者に

申請に参加できる方

法が必要だと考えま

す。

設立総会

派の発案による議

員連盟は初めてで

す。街路樹の良さ

や課題を学び、政

策を提言していき

ます。

員会が県の対策に

ついて提言書を提

出し、それに対し

県がどのように対

応したかを確認し

ました。

こと、②可能な限

り効果測定を行

い、見える化する

ことを提言しまし

た。

県民サービスの変革

デジタルインフラの社会への浸透デジタルインフラの社会への浸透

事業者サービスの変革

行政事務の変革

主な提言とそれに対する対応状況

〈提  言〉 〈対応状況〉

県南部地域を重点的
に宿泊療養施設の確
保に努めること。

陽性者の判明数が多い県南地域の
確保を進めるとともに、その他の
地域についても推計を考慮した上
で開設を検討する。

市町村と連携して感
染防止に努めること。

市町村に発生状況を適宜伝えると
ともに、啓発や感染防止対策を連
携して行う。

児童虐待の増加や乳
幼児を抱える家庭の
孤立対策を強化する
こと。

連携を密にし、改めて児童相談所、
保健所、市役所等に周知徹底を図っ
た。



編集後記

　新型コロナウィルス感染症が更に猛威をふるっています。1

月には緊急事態宣言も発出されました。誰も経験のしたことの

ない未知のウィルスとの闘いですが、かならず収束する日が来

ると信じて、「自分も感染しない/相手にも感染させない」ため

の生活を心がけて乗り越えていきましょう。

交通標識や信号機が見えないと大変危険です。すぐにご連絡ください。ご意見対応

　地域の方から「美

女木の交差点のカー

ブミラーがズレて見

えていない」とご連

絡がありました。す

ぐに現地を確認し、

警察に修繕していた

だきました。

①美女木のカーブミラーが見えない

　小学生の保護者の方々か

ら「通学路沿いにコンビニ

の駐車場ができて危険」と

ご相談がありました。市や

県、警察等に通学路の変更

や標識の設置等をお願いし

ました。後日、注意喚起の

看板が設置されました。

　市内医療機関の方から

「保健所への提出資料で持参

しないといけないものをコ

ロナ禍なので郵送にしてほ

しい」とご相談がありまし

た。県・保健所に要望し、

徐々に郵送・オンライン化

を進めます。

皆さんのお声をお聞かせ下さい

　皆さんからのお声が活動の源です。県政へのご意見・ご要

望、レポートを読んだご感想等をお聞かせください。

〒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

 info@konnomomoko.com

③通学路沿いにコンビニの駐車場ができて危険

④保健所への提出資料を郵送にしてほしい

　地域の方から「美

女木の交通標識にト

ラックがぶつかり、

折れ曲がっている」

とご連絡がありまし

た。すぐに現地を確

認し、警察に修繕し

ていただきました。

②美女木の交通標識が折れ曲がっている

世界に誇る県内企業を視察！会派視察

afterbefore

石坂産業株式会社 総額約582億円の協力金

　石坂産業株式会社は、入間郡三芳町にあり、産

業廃棄物中間処理業を運営しながら、サスティナ

ブルフィールド「三富今昔村」を始め、地域活動

や環境問題等に取り組んでいます。ガラス張りで

作業工程を見える化し、カフェやアスレチックな

ど「産業廃棄物処理施設」のイメージを大きく覆

す取組みに溢れていました。

　国の緊急事態宣言を受け、県内の飲食店事業

者に対して更なる営業時間短縮の要請を行うこ

とに伴い、協力金を支給する経費（財源は全額

国庫支出金）を可決しました。臨時会は閉会が

23日近く、深夜に及びました。

afterbefore

産業廃棄物処理場

三富今昔村

カフェ

ショベルカー体験

afterbefore

南部保健所

第３期（R2年12/28〜R3年1/11）

4億9,800万円

増額対象：さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の

酒類の提供を伴う飲食店・カラオケ店

営業時間：12/28〜1/7　午前５時〜午後10まで、1/8

〜1/11　午前５時〜午後８時（酒類提供

は午前11時〜午後７時）

第４期（R3年1/12〜2/7）

577億220万円

支給対象：原則として期間中営業時間の短縮に全面

的に協力した店舗

営業時間：午前５時〜午後８時（酒類提供は午前11

時〜午後７時）

1 月臨時会 補正予算を可決！


