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平成平成平成平成２４２４２４２４年度予算要望年度予算要望年度予算要望年度予算要望についてについてについてについて    

 

 

本年３月１１日の東日本大震災では、国内観測史上最大の規模となるマグニチュード 9.0

を記録し、その激しい地震動とともに大規模な津波と火災により未曾有の大惨事となりま

した。そして、この大震災は、我々に多くの課題を突き付けることとなりました。いま、

我々に求められているのは、単に危機管理体制を強化するのみならず、県民の安心・安全

のため、「想定の範囲外」、「想定を超える」という言葉を使わない、万全の施策体系を築く

ことではないでしょうか。 

 

民主党埼玉県総支部連合会及び県議会・民主党・無所属の会では、平成２４年度・予算

編成にあたり、そうした基本的な理念の下、多くの県民の声を取りまとめ、要望書を作成

いたしました。また、今春、統一地方選において、我々県議団が掲げた政策集「変える、

守る、つくる、未来を拓く１０の約束」に基づくとともに、県内の様々な団体から直接ご

意見を頂き、いま、県民にとって必要と考える要望項目を集約いたしました。 

 

さて、上田清司知事におかれましては、今夏の選挙におかれまして、県民の圧倒的支持

のもと、三期目の当選を果たされましたことを、心よりお祝い申し上げます。今後とも、

誰もが安心して埼玉県に住み続けられるよう、７２０万余県民のため、ご尽力いただくと

ともに、我々県議団の要望が少しでも反映されるよう、特段のご高配を賜りますよう、要

望いたします。 
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1 企画財政委員会関係 

    地方制度改革地方制度改革地方制度改革地方制度改革のののの促進促進促進促進    

国、広域自治体、基礎自治体で行われている行政について、地方自治の本旨や効率

性の観点から、権限のあり方を大胆に見直し、地方六団体と共に、権限及び財源の

国から地方への移譲を働きかけること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

    成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略のののの確立確立確立確立とととと規律規律規律規律あるあるあるある行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営    

最小の経費で、最大の行政サービスを提供できるように努めると共に、行財政改革

を進め、投資的経費を確保し埼玉県の成長戦略を確立すること。また将来世代に過

重な負担がかからないように、常に財政の健全化に留意すること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 事務事業評価手法事務事業評価手法事務事業評価手法事務事業評価手法のののの確立確立確立確立    

県の行政全般にわたり、事業の効率性、効果、問題点などを明らかにする為、より

一層事務事業評価の手法を確立し、議会、県民に対して情報を公開すること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 民間企業民間企業民間企業民間企業、、、、NPONPONPONPO のののの県政参加促進県政参加促進県政参加促進県政参加促進 

民間企業や NPO の県政参加を促進し、柔軟な発想により県民のニーズを尊重した、

大胆できめ細やかな施策の展開をはかること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 県職員県職員県職員県職員のののの研修視察研修視察研修視察研修視察のののの充実充実充実充実 

県職員、特に若い世代の職員が行政改革ならびに政策立案を積極的に進めるため、

海外を含めた先進地域の研修視察等が行えるよう研修費を充実すること。 

 

総総総総    務務務務    部部部部    
 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
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 指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの事業評価事業評価事業評価事業評価 

指定管理者制度が創設された背景に鑑み、幅広い候補者の中から管理受託主体を選

定すること。さらに、指定管理者の事業評価を的確に行うこと。また、施設管理の

みならず、窓口業務などのサービス提供などについて、市場化テストを含めて積極

的に活用すること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 長期債務残高長期債務残高長期債務残高長期債務残高のののの軽減策軽減策軽減策軽減策のののの推進推進推進推進 

長期債務残高の軽減策を積極的に推進し、財政の健全化をはかること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 各種団体各種団体各種団体各種団体にににに対対対対するするするする補助金補助金補助金補助金についてについてについてについて 

各種団体に対する補助金については、慣行的な補助を見直して、県政推進上の必要

性の有無を精査し、適正な支給に努めること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 鉄道網鉄道網鉄道網鉄道網のののの拡充拡充拡充拡充 

地下鉄７号線及び都市高速鉄道１２号線の延伸の実現に向けて全力を挙げると共

に、県内の東西各地域を結んでいる鉄道網のより一層の拡充をはかること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 新交通新交通新交通新交通のののの早期実現早期実現早期実現早期実現 

さいたま市と共に、JR 大宮駅からさいたま新都心、埼玉スタジアム 2002 を結ぶ「東

西交通大宮ルート(新交通)」の早期実現をはかること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 駅駅駅駅ホームホームホームホームへのへのへのへの防護柵設置防護柵設置防護柵設置防護柵設置    

県内各駅のホームに、障がい者や高齢者の安全を確保するため、また自殺防止対策

として防護柵を設置すること。 

   
 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
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２ 総務県民生活委員会関係 

 女性政策女性政策女性政策女性政策のののの充実充実充実充実    

女性が出産育児後、能力を発揮して働ける場所、キャリアを継続できる社会環境の

整備に努めるとともに、各種審議会や県の管理職における女性登用の環境整備につ

とめること。 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
 
 産業産業産業産業労働部労働部労働部労働部    

 
 

総総総総    務務務務    部部部部    
 

 DVDVDVDV のののの根絶根絶根絶根絶へへへへ向向向向けてけてけてけて 

DV 対策については、被害者の自立支援を促進するため、住居の確保や就職などの支

援策を充実すること。また、DV の根絶をはかるため、被害者だけでなく加害者の相

談・カウンセリング体制を充実させること。特に、加害の抑制のために、学校教育

において身体的また言葉の暴力について教える取組みを広げること。 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
 
 教教教教    育育育育    局局局局    

 

 県施設県施設県施設県施設のののの耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断とととと早急早急早急早急なななな補強工事補強工事補強工事補強工事のののの実施実施実施実施をををを 

東日本大地震では多くの公共施設が被災をした。災害時の被災者支援、復興支援、

行政サービスの維持という観点からも、耐震基準を下回る県有建築物については、

優先順をつけて、早急に補強工事を実施すること。 

 

総総総総    務務務務    部部部部    
 
 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    

 
 教教教教    育育育育    局局局局    

 

 

 社会的弱者社会的弱者社会的弱者社会的弱者にににに対対対対するするするする交通安全研修交通安全研修交通安全研修交通安全研修のののの充実充実充実充実 

高齢者、障がい者等の交通安全・交通事故防止の研修会等を積極的に実施すること。 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
 
 警警警警    察察察察    本本本本    部部部部    

 

 

 自転車自転車自転車自転車のののの事故防止策事故防止策事故防止策事故防止策のののの充実充実充実充実 

近年、自転車運転者が加害者になる事故が増加しており、なかには高額の賠償金が

発生する事もある。よって自転車による事故防止の為の、自転車が安全に利用でき

る環境づくりに取り組むと共に、交通安全・交通事故防止策を積極的に講じること。 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
 
 警警警警    察察察察    本本本本    部部部部    

 

 



 - 7 - 

 入札制度改革及入札制度改革及入札制度改革及入札制度改革及びびびび談合談合談合談合防止防止防止防止とととと公共工事公共工事公共工事公共工事のののの品質確保品質確保品質確保品質確保についてについてについてについて 

入札は、談合防止と公共工事の品質確保を図るために一般競争入札の拡大を図るこ

と。指名入札では、登録しても、入札の指名や随契の声が全然かからない業者がい

る半面、入札の指名や随契が特定業者に集中する傾向があるので、工事の発注や物

品調達にあっては、登録業者に対して参加の機会均等を図ること。 

総合評価方式では、技術評価点と価格評価点をそれぞれ独立して評価する「加算方

式」を拡大すると共に、地域への貢献度や適切な最低制限価格を設けること。 

 

総総総総    務務務務    部部部部    
 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

 県土県土県土県土整備部整備部整備部整備部    
 

 企企企企    業業業業    局局局局    
 

 災害対策災害対策災害対策災害対策のののの強化強化強化強化 

耐震貯水槽、備蓄倉庫並びにライフラインの整備強化をはかること。 

 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
 

 保健医療部保健医療部保健医療部保健医療部    
 

 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
 

 企企企企    業業業業    局局局局    
 

 災災災災害弱者対策害弱者対策害弱者対策害弱者対策のののの総合的見直総合的見直総合的見直総合的見直しししし 

災害弱者対策を総合的に行うため、市町村と連携し救援を必要とする要援護者を把

握するとともに、必要なプログラムを策定し、その情報を共有し共助がはかられる

体制を整えること。 

 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
 
 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    

 

 災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける連携体制連携体制連携体制連携体制 

災害時にボランティアが十分その役割を発揮できるよう、市町村、社会福祉協議会

の十分な連携体制を整え、また、体制整備や活動支援のための予算付けも行うこと。 

 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
 

 災害災害災害災害にににに強強強強いいいい地域自主防災組織地域自主防災組織地域自主防災組織地域自主防災組織のののの結成結成結成結成    

災害時には何よりもまず自助及び共助が基本であることから、町会や自治会に自主

防災組織の結成を促し、また自主防災組織率の向上をはかるよう市町村に対して働

きかけること。 

 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
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 姉妹友好州省交流姉妹友好州省交流姉妹友好州省交流姉妹友好州省交流のののの見直見直見直見直しししし 

姉妹友好州省との交流のあり方について、これまでの成果を検証し、一層積極的に

交流し、経済活性化、相互理解の促進などに繋がるよう見直しを行うこと。 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
 

 未利用県有地未利用県有地未利用県有地未利用県有地のののの積極的活用積極的活用積極的活用積極的活用    

未利用県有地を積極的に活用すること。また、公共施設の配置計画については未利

用県有地の活用を含めて考えるとともに、地域間格差をなくすよう特に配慮するこ

と。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 

総総総総    務務務務    部部部部    
 

 県民相談県民相談県民相談県民相談のののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上 

弁護士や司法書士などにより行っている県民相談について、さらに日数や相談コマ

数を増大させること。 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
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３ 環境農林委員会関係 

    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル制度制度制度制度のののの徹底徹底徹底徹底    

廃家電製品、廃自動車の不法投棄を防止するため、リサイクル制度の徹底をはかる

こと。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

    飲料容器飲料容器飲料容器飲料容器のののの不法投棄防止不法投棄防止不法投棄防止不法投棄防止    

飲料容器の不法投棄を防止するため、標準化したリターナルブル容器の法制化を国

に求めるとともに、デポジット制度を導入すること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

 ダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン規制規制規制規制 

ダイオキシン規制で焼却を停止し、解体しないまま放置されている焼却施設の早期

撤去をはかること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

 産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの撤去対策撤去対策撤去対策撤去対策 

生活環境を悪化している産業廃棄物の山については、撤去について、関係業者に強

力な行政指導をするとともに、撤去のための客観的な指標をつくり、年度計画を立

てて、積極的かつ計画的に撤去対策をすすめること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

 産業廃棄物規制条例産業廃棄物規制条例産業廃棄物規制条例産業廃棄物規制条例のののの制定制定制定制定 

廃棄物の山に対する規制、土地所有者の責任の強化、廃棄物の不適正な保管を的確

に規制できるように、埼玉県独自に「産業廃棄物規制条例」を制定すること。なお、

条例の制定にあたっては、県民の意見の反映に積極的につとめること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
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 廃廃廃廃棄物処理法棄物処理法棄物処理法棄物処理法のののの厳正厳正厳正厳正なななな運用運用運用運用 

産廃処理業者が廃棄物処理法に基づいて、適正に処理するように、厳正なチェック

体制を確立し、違反者については厳重に処置するとともに、監視指導体制を強化し、

未然防止、早期発見、早期対応をすすめること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

 京都議定書京都議定書京都議定書京都議定書のののの実効性向上実効性向上実効性向上実効性向上 

京都議定書の実効性を高めるために、平成２２年度までの埼玉県にＣＯ2 削減の数値

目標を明確にして、年次計画をたて計画達成を厳守し、市町村、事業者、NPO、県

民など各方面との連携を強化し、一般家庭向けの環境家計簿の普及啓発、教育局と

連携した環境教育の充実などをはかること。また排出量取引制度を積極的に活用す

ること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 
 教教教教    育育育育    局局局局    

 

 環境環境環境環境みらいみらいみらいみらい資金資金資金資金のののの拡充拡充拡充拡充 

環境みらい資金について、引き続き対象範囲の拡大と弾力化に努めること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

 再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー対策対策対策対策のののの推進推進推進推進 

燃料電池や太陽光発電、バイオマスなどの新エネルギーの積極的な導入のために、

県が率先実行して、事業所や住宅への普及拡大をはかること。また、新エネルギー

の採用を促進するために買電単価をあげる施策を推進すること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 
 農農農農    林林林林    部部部部    

 

 省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

省エネルギー対策を積極的に推進するため、県が ESCO 事業を採用する事業所など

への普及拡大をはかること。 

 

総総総総    務務務務    部部部部    
 
 環環環環    境境境境    部部部部    

 
 教教教教    育育育育    局局局局    
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 環境環境環境環境ホルモンホルモンホルモンホルモン対策対策対策対策のののの推進推進推進推進 

環境ホルモン対策を環境行政の重要な施策として位置づけ、総合的な環境ホルモン

対策を推進するため、化学物質対策課を新設し、実効性のある施策を講じること。

特に、次代を担う子どもたちの健康影響への対応策を総合的にすすめること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

 アスベストアスベストアスベストアスベスト対策対策対策対策のののの強化強化強化強化 

アスベスト対策については、小規模な建築物の解体や、一般住宅の解体など、 法律

の規則が及ばない建造物については、アスベスト使用状況の調査や、除去対策及び

解体時における安全対策と周囲への告知、廃棄物としての安全対策など、県民の不

安解消のための取り組みを推進すること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 
 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    

 

 市町村水道設備市町村水道設備市町村水道設備市町村水道設備のののの安全確保安全確保安全確保安全確保    

市町村水道の石綿管の布設替を促進するため、県としての対策を講じること。 

 保健医療部保健医療部保健医療部保健医療部    
 

 見沼田圃保全見沼田圃保全見沼田圃保全見沼田圃保全 

都市近郊に残された貴重な緑地空間としての見沼田圃を保全するため、乱開発や不

法な埋め立てを防止するとともに、積極的に田圃や斜面林の公有地化を推進するこ

と。また、福祉農園等の活用を促進し、緑地の維持保全につとめること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

 河川浄化対策河川浄化対策河川浄化対策河川浄化対策のののの促進促進促進促進    

河川汚濁の最大の原因となっている生活雑排水の処理を進めるため、浄化槽の設置

及び汲み取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進すること。

また、下水道普及地区においても合流改善を積極的に推進し、下水道未接続世帯へ

接続の働きかけを行う市町村に対して支援を行うこと。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 
 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
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 緑地確保緑地確保緑地確保緑地確保にににに対対対対するするするする行政指導行政指導行政指導行政指導のののの強化強化強化強化 

都市の貴重な緑地帯を守るため、開発行為等で失われた緑地については、同じ面積

の緑地の復元について、施工関係者に対して強力に行政指導を行うこと。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 
 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    

 

 

 住民主体住民主体住民主体住民主体によるによるによるによる『『『『地域地域地域地域・・・・まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり』』』』のののの推進推進推進推進 

地域の自立をめざして住民が主体となって健康や生活環境に配慮した地域・まちづ

くりを進めていくために、住民の手による地区計画やまちづくり条例を制定するよ

う、各市町村に対し積極的に提起すること。 

 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
 

 環境対策環境対策環境対策環境対策のののの一環一環一環一環としてのとしてのとしてのとしての都市緑化都市緑化都市緑化都市緑化のののの推進推進推進推進    

都市の潤いやヒートアイランド対策の一環として、屋上・壁面緑化等を積極的に促

進し、都市緑化をはかること。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 
 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    

 

 光化学光化学光化学光化学スモッグスモッグスモッグスモッグ抑制抑制抑制抑制 

光化学スモッグの発生を抑制するため、その原因となる物質の排出低減につとめる

こと。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

 基幹農産物基幹農産物基幹農産物基幹農産物のののの安定生産安定生産安定生産安定生産 

食料自給率を全国平均の４０％に近づけるため、基幹農作物の安定生産に取り組む

とともに、生産性の向上や休耕地の活用等、耕地面積の拡張をはかること。また、

そのための適正予算を確保すること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
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 都市近郊農業都市近郊農業都市近郊農業都市近郊農業のののの再生再生再生再生 

都市近郊農業としての立地条件を生かし、農業で生活できる基盤を確立するため、

年収１，０００万農家の確立をはかり、魅力ある埼玉農業を推進すること。また、

後継者育成の充実と相続税対策の充実を講じること。また、そのための適正予算を

確保すること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

 農業後継者農業後継者農業後継者農業後継者のののの育成育成育成育成とととと生産技術生産技術生産技術生産技術のののの向上向上向上向上 

農業後継者の育成と経営や生産技術指導の充実、並びに試験研究機関の機能と体制

の強化をはかること。また、そのための適正予算を確保すること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

 県産農産物県産農産物県産農産物県産農産物ののののブランドブランドブランドブランド化推進化推進化推進化推進 

有機１００倍運動をより充実するため、有機野菜をはじめとする県産農産物のブラ

ンド化に向けた施策を積極的に推進すること。また、そのための適正予算を確保す

ること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

 高病原性鳥高病原性鳥高病原性鳥高病原性鳥インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ対策対策対策対策のののの拡充拡充拡充拡充    

世界的に高病原性鳥インフルエンザウイルスのまん延が懸念される状況下、早期発

見、早期対策が求められるので、関係者に対して、日常的な行政指導を徹底するこ

と。万が一発生した場合、早急に対応できるよう体制を整備すること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

  

 都市都市都市都市とととと農村農村農村農村のののの交流交流交流交流 

農村と都市住民の交流及び農業への理解を促進するため、グリーンツーリズムの施

策をすすめるとともに、都市と農村の交流をはかる事業の充実をはかること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
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 基金等基金等基金等基金等をををを利用利用利用利用したしたしたした農業水利施設農業水利施設農業水利施設農業水利施設とととと森林整備森林整備森林整備森林整備 

基金等を利用し、県民にゆとりと潤いを与える水辺空間の創造を進めるため、親水・

生態系・景観に配慮した農業水利施設や森林の整備を進めること。その際には、ボ

ランティアを活用するなど県民参加で積極的に進めること。また、林業の生産コス

トの削減など、林業の振興を図るとともに、雇用の創出にもつとめること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

 休耕地休耕地休耕地休耕地のののの利用利用利用利用 

休耕地については、飼料穀物の生産やバイオエネルギーの原料生産などを含めて数

値目標を定めて解消に向けた利用を推進すること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

 スギスギスギスギ花粉対策花粉対策花粉対策花粉対策 

スギ花粉発生源対策のため、スギ林の間伐や伐採を実施するとともに、伐採跡地に

おいて広葉樹の植栽や花粉量の少ない品種への転換を進め、スギ林の削減をすすめ

ること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

 農地集約農地集約農地集約農地集約によるによるによるによる生産効率生産効率生産効率生産効率のののの向上向上向上向上 

農地集約による生産効率の向上をはかるための具体的研究を進めること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

 食食食食とととと県民県民県民県民のののの身近身近身近身近なななな関係関係関係関係づくりづくりづくりづくり    

子どもたちの健全な心身や豊かな人間性を育むとともに、食にかかわる人々の活動

に対する理解の醸成を図るため、子どもたちの農業体験の取組を推進すること。ま

た、広く県民が農業を通じて健康づくりや生きがいづくりに取り組めるよう、農業

体験活動を充実すること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 
 教教教教    育育育育    局局局局    

 

 圏央道圏央道圏央道圏央道のののの開通開通開通開通にににに伴伴伴伴うううう効果的効果的効果的効果的なななな活用活用活用活用 

圏央道の開通を契機として、人の流れに対応した産地の形成など、農業の活性化に

取り組むこと。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
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 『『『『埼玉埼玉埼玉埼玉のののの川川川川・・・・愛県債愛県債愛県債愛県債』』』』のののの有効活用有効活用有効活用有効活用 

「埼玉の川・愛県債」については、水質浄化や水辺のゴミ清掃などの限定的な水環

境対策に止まることなく、生態系の回復や環境教育の推進などを目標とした総合

的・包括的な水辺の自然再生に有効活用すること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 
 県土県土県土県土整備部整備部整備部整備部    

 

  PRTR PRTR PRTR PRTR 法法法法によるによるによるによる化学物質化学物質化学物質化学物質のののの管理管理管理管理 

PRTR 法による化学物質の管理を的確におこなうこと。法の主旨であるリスクコミュ

ニケーションが可能となる環境整備を行うこと。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

 資源循環工場資源循環工場資源循環工場資源循環工場のののの検証検証検証検証 

資源循環工場の運営にあたっては、稼働状況や環境負荷の検証を行い改善につとめ

ること。また、第Ⅱ期事業の事業者選定にあたっては、検証結果をいかすこと。 

 環環環環    境境境境    部部部部    
 

 食食食食のののの安全対策安全対策安全対策安全対策 

食の安全対策として農産物の加工食品のトレーサビリティーを埼玉県として強力に

推進すること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 

 食糧自給率食糧自給率食糧自給率食糧自給率のののの向上向上向上向上 

学校給食における地産地消と米飯給食の更なる充実を行い、埼玉県における食糧自

給率の向上に役立てること。 

    
 教教教教    育育育育    局局局局    

 

 放射線放射線放射線放射線、、、、放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質のののの常時監視体制常時監視体制常時監視体制常時監視体制をををを確立確立確立確立することすることすることすること 

福島第一原子力発電所の放射性物質拡散事故により、生活空間の放射線量、水道水

や食品に含まれる放射性物質等に県民の関心が集まっている。関係部局が万全の監

視体制を構築する必要がある。また、放射性物質に対してどう対処するか啓発活動

を積極的に行う必要がある。これら施策のために必要とされる予算を早急に確保す

ること。 

    
 環環環環    境境境境    部部部部    

 
 農農農農    林林林林    部部部部    

 
 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
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４ 福祉保健医療委員会関係 

    保育所保育所保育所保育所のののの待機児童待機児童待機児童待機児童ゼロゼロゼロゼロ対策対策対策対策とととと子育子育子育子育てててて環境整備環境整備環境整備環境整備    

ニーズの伸びに追いつかず、一向になくならない待機児童の解消に全力をあげるこ

と。また、待機児童解消には、企業内保育所の整備なども引き続き促進するととも

に、保育ママ制度を導入しようとする市町村への支援を行うこと。 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 

    放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブにににに対対対対するするするする施策施策施策施策のののの充実充実充実充実 

放課後児童クラブに対してますます高まるニーズにこたえるために、空き教室、施設の増設

等の補助事業を継続、拡大すること。また指導員体制の充実、特に障がい児受け入れの加

配については、加配条件を現在の「6 人受け入れから二人目」を緩和し、障がい児を受け入

れやすい環境を整備すること。 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 

 仕事仕事仕事仕事とととと子育子育子育子育てのてのてのての両立支援策両立支援策両立支援策両立支援策のののの整備整備整備整備 

次世代育成支援対策推進法の趣旨にのっとり、仕事と子育ての両立支援策を充実さ

せるため、300 人未満の中小企業主に対しても、法の趣旨に対する理解を求め、男

女ともにワークライフバランスのとれた働き方ができる労働環境の整備をはかるこ

と。また、率先的に県職員においては、男性も育児休暇を取得すること。 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 
 産業産業産業産業労働部労働部労働部労働部    

 
 

総総総総    務務務務    部部部部    
 

 子子子子どもどもどもども達達達達をををを虐待虐待虐待虐待からからからから守守守守るるるる体制整備体制整備体制整備体制整備 

子ども達を虐待からしっかりと守るため、学校現場等においてその兆候を見過ごす

ことがないよう適切な対応に努めるとともに、虐待のリスクを抱える家庭について

は、地域の機関と行政が連携して取り組む体制を整備すること。また、各ケースに

的確に対応がとれるよう、児童相談所の職員体制の充実をはかること。 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 
 教教教教    育育育育    局局局局    
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 障障障障がいがいがいがい者者者者自立支援策自立支援策自立支援策自立支援策のののの強化強化強化強化 

障がい者の自立と社会参加を促進するために、小規模作業所、授産施設等について

は、その支援の充実をはかるとともに、経営能力と付加価値生産能力が向上する施

策の強化を行うこと。また施設の生産能力や得意分野などの PR の工夫と拡大につと

め、公的機関や企業からの仕事の斡旋や、販路等の確保・拡大につなげる支援策を

強化すること。 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 

 軽度発達障軽度発達障軽度発達障軽度発達障がいがいがいがい児児児児のののの支援策支援策支援策支援策についてについてについてについて    

軽度発達障がい児の支援策については、平成 22 年度に複数の事業の予算化がなされ、県

として取組を強化しているところであるが、引き続き「早期の発見・早期の適切な対応」にむ

けて、市町村、関係各機関、保育・医療・教育などの各専門家の人材育成、相談・発達支

援の充実につとめること。療育機関については、現行の 2 か所に加え、全ての当該県民が通

える範囲に拠点を設置するようつとめること。 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 

 ケアマネジャーケアマネジャーケアマネジャーケアマネジャー、、、、ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー等等等等のののの処遇改選処遇改選処遇改選処遇改選とととと資質向上資質向上資質向上資質向上についてについてについてについて 

ケアマネジャーやホームヘルパー等の処遇の改善について、関係事業者に対し指導

すること。特にヘルパーの処遇については改善を急ぐこと。また、ケアマネジャー・

ホームヘルパー等、職員の資質の向上をはかる研修制度を充実するよう、関係業者

に指導すること。 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 

 高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障障障障がいがいがいがい者者者者がががが孤独孤独孤独孤独にににに陥陥陥陥らないまちづくりのらないまちづくりのらないまちづくりのらないまちづくりの推進推進推進推進 

高齢者や障がい者が孤独に陥らないよう「集いの場」を確保するため、公共施設や

商店街の空き店舗の開放などをすすめること。また、会食サービスや移動サービス

など市町村と連携し、引き続き施策の充実をはかること。さらに、障がい者と認知

症高齢者の共生型グループホームを設置すること。 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
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 かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医療制度医療制度医療制度医療制度のののの充実充実充実充実とととと医師会医師会医師会医師会とのとのとのとの連携連携連携連携 

かかりつけ医制度を充実し、中核病院との連携で安心の地域医療体制を確立するこ

と。また、一次、二次、三次の救急医療体制をより充実させるため、積極的に医師

会等の協力を要請すること。なお、県民に対してかかりつけ医制度について啓蒙活

動を積極的に行うこと。 

 保健医療部保健医療部保健医療部保健医療部    
 

 医師不足医師不足医師不足医師不足、、、、看護師不足看護師不足看護師不足看護師不足のののの解消解消解消解消にににに向向向向けけけけてててて 

県立医科大学を創設し、医師不足に備えること。また、現状では医師確保が難しい

ことに鑑み、退職女性医師、定年医師、退職看護師等を再度現場に復帰していただ

くことを目的に行う、様々な再研修制度等に対する支援を行うこと。 

 保健医療部保健医療部保健医療部保健医療部    
 

 医療相談体制医療相談体制医療相談体制医療相談体制のののの充実充実充実充実 

患者への説明責任やセカンドオピニオン制度の普及促進をはかり、ガンや脳卒中な

どの医療相談体制の充実をはかること。 

 保健医療部保健医療部保健医療部保健医療部    
 

 がんがんがんがん対策対策対策対策 

開始されたがん登録制度を充実したものとすること。また、がん患者に対する相談

体制の充実をはかること。今後県内の高齢化に備え、在宅療養支援診療所との連携

で地域でがん患者が治療を受けられるネットワークの構築を進めること。埼玉県が

ん対策推進計画に掲げられている検診の受診率５０％の目標達成に向け、市町村へ

の支援を進めること。 

 保健医療部保健医療部保健医療部保健医療部    
 

 周産期母子医療周産期母子医療周産期母子医療周産期母子医療センターセンターセンターセンターのののの整備整備整備整備 

今後移転整備されるさいたま赤十字病院並びに県立小児医療センターによって周産

期母子医療施設は強化が見込まれるが、それでも尚、県内の周産期医療施設は不足状

態にある。よって、周産期母子医療施設の増設を積極的に推進し、東京への依存度を

低減すること。 

 保健医療部保健医療部保健医療部保健医療部    
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 自殺者対策自殺者対策自殺者対策自殺者対策 

毎年３万人を超えている自殺者対策に県としても、減少数値目標を掲げるなど、自

殺防止のため、より具体的、積極的に取り組むこと。関係ＮＰＯを積極的に支援す

るほか、医療機関をはじめ、あらゆる機関と協力し、生活困窮者に対し相談機関の

紹介やその周知を図ること。 

 保健医療部保健医療部保健医療部保健医療部    
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５ 産業労働企業委員会関係 

    中小企業支援強化中小企業支援強化中小企業支援強化中小企業支援強化についてについてについてについて    

融資制度を更に充実させること。中小企業の雇用対策として、県内のさまざまな特

徴を就職希望者に対して、わかりやすく PR すること。ワークライフバランスを進め

る中小企業の支援を行うこと。 

 産業産業産業産業労働部労働部労働部労働部    
 

    商店街商店街商店街商店街のののの活性化活性化活性化活性化についてについてについてについて    

専門家による指導の実施など、地域のまちづくりと合わせて、商店街活性化のため

の施策を進めること。 

 産業産業産業産業労働部労働部労働部労働部    
 

 雇用対策強化雇用対策強化雇用対策強化雇用対策強化・・・・雇用安定対策雇用安定対策雇用安定対策雇用安定対策につてにつてにつてにつて 

若年者や障がい者、高齢者など、雇用機会確保のための取り組みを積極的に行うこ

と。また、女性の再就職支援策などあらゆる雇用確保策に取り組むこと。さらに、

教育局とも連携し、県内事業者との就職マッチングを行うなど、高校生新卒者の雇

用対策を徹底して行うこと。 

 産業産業産業産業労働部労働部労働部労働部    
 
 教教教教    育育育育    局局局局    

 

 観光産業発展観光産業発展観光産業発展観光産業発展についてについてについてについて 

観光資源の発掘、整備及び広報を更に促進すること。埼玉観光大使のさらなる活用

等、埼玉アピールの推進を図ること。 

 

 産業産業産業産業労働部労働部労働部労働部    
 

 公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例のののの制定制定制定制定をををを 

安さを追求する競争入札から、公共サービスの質の向上や自治体政策実現に資する

制度に向け、公正労働、雇用継続、障がい者雇用、男女平等参画、環境配慮、人権

等を総合評価する公契約条例を制定すること。 

 産業産業産業産業労働部労働部労働部労働部    
 
 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
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６ 県土都市整備委員会関係 

    治水対策治水対策治水対策治水対策のののの充実充実充実充実でででで災害災害災害災害にににに強強強強いいいい街街街街づくりづくりづくりづくり    

治水対策のための河川改修や調節地の整備、また、小規模な宅地造成に対しても、

遊水地の適正な整備や、雨水浸透マスの整備など基準の見直しを行うこと。

 県土県土県土県土整備部整備部整備部整備部    
 

    橋梁橋梁橋梁橋梁のののの耐震補強推進耐震補強推進耐震補強推進耐震補強推進    

震災時における円滑な緊急活動や物資輸送活動が確保されるよう、橋梁の耐震補強

を推進すること。 

 県土県土県土県土整備部整備部整備部整備部    
 

    水辺再生水辺再生水辺再生水辺再生１００１００１００１００プランプランプランプランのののの推進推進推進推進    

県民誰もが川に愛着を持ち、ふるさとを実感できる「川の国 埼玉」を実現するた

め、水辺再生１００プラン事業を推進すること。また、継続した維持管理を充実さ

せるため充分なフォローをすること。 

 県土県土県土県土整備部整備部整備部整備部    
 
 農農農農    林林林林    部部部部    

 
 環環環環    境境境境    部部部部    

 

    住民自治住民自治住民自治住民自治のののの推進推進推進推進によるまちづくりのによるまちづくりのによるまちづくりのによるまちづくりの推進推進推進推進    

地域の自立をめざして住民が主体となって地域・まちづくりを進めていくために、

マンション建設問題に代表されるような地域住民と業者間のトラブルから、健康や

生活環境を守るために住民の手による地区計画やまちづくり条例を制定するよう、

各市町村に対し提起すること。 

 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
 

 人間優先人間優先人間優先人間優先のののの道路整備計画道路整備計画道路整備計画道路整備計画をををを 

道路整備については、人間優先の視点に立って歩道の新設や既設の歩道拡幅をはか

り、歩行者が安全に安心して通行できるようにすること。なお、歩道は人と自転車

の通行帯を分離すること。また、これら道路整備において道路利用者の意見をしっ

かりと反映させること。 

 県土県土県土県土整備部整備部整備部整備部    
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 『『『『開開開開かずのかずのかずのかずの踏切踏切踏切踏切』』』』対策対策対策対策    

交通渋滞を引き起こしている「開かずの踏切」解消対策に講じること。 

 県土県土県土県土整備部整備部整備部整備部    
 

 環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした住宅住宅住宅住宅のののの普及普及普及普及についてについてについてについて 

地球温暖化を防止するため、自然エネルギーの活用や屋上緑化などの環境に配慮し

た住宅の普及を図ること。集合住宅等にも普及しやすくするための配慮を行うこと。 

 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
 

 

 県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅のののの高度化高度化高度化高度化およびおよびおよびおよびバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化 

老朽化が進む県営住宅の建て替えを進めるとともに、建て替えに当たっては高度化

を図り、より多くの住戸を供給すること。また、各住宅のバリアフリー化を進める

こと。 

 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
 

 県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅のののの軒数増軒数増軒数増軒数増とととと社会的弱者社会的弱者社会的弱者社会的弱者にににに対対対対するするするする優遇策優遇策優遇策優遇策 

県営住宅の建設については、民間の賃貸住宅の借り上げを促進すると共に、住宅確

保が困難な高齢者や子育て世代向けに、家賃補助などの更なる優遇策を講じること。 

 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
 

 建築物建築物建築物建築物のののの耐震化促進耐震化促進耐震化促進耐震化促進についてについてについてについて 

多数の者が利用する民間建築物の耐震化を進めるため、各種補助制度の充実とその

利用促進に努めること。また、住宅の耐震化を促進するため、市町村に対する支援

を強化すること。緊急輸送道路沿道建築物の耐震化については、県内特定行政庁に

対して実態調査を早急に実施するよう支援すること。更に、耐震診断や耐震化を強

力に推進するために市町村と連携して補助制度を充実させること。 

 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
 

 耐震偽造耐震偽造耐震偽造耐震偽造やややや違反建築物等違反建築物等違反建築物等違反建築物等のののの根絶根絶根絶根絶についてについてについてについて 

耐震偽装や違反建築物等の根絶のため、県として建築物に対する監視機能を強化す

ること。 

 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
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 県南部県南部県南部県南部のののの木造住宅密集市街地木造住宅密集市街地木造住宅密集市街地木造住宅密集市街地のののの災害対策災害対策災害対策災害対策についてについてについてについて 

県南部の木造住宅密集市街地は、震災などに対して極めて脆弱である。また、住民

の高齢化が急速に進んでいることから、ひとたび災害が起きた場合には甚大な被害

の発生が予測される。そのため市町村と連携しながら具体的に対象地区を設定し、

地元自治会などの防災出前講座等アドバイスの機会を設けること。また、木造住宅

に対する耐震診断や耐震化の補助制度を市町村と連携して充実させること。 

 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
 
 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    

 

 公共基準点公共基準点公共基準点公共基準点のののの整備促進整備促進整備促進整備促進 

地理空間情報活用推進基本法に基づき、公共基準点の整備促進をはかること。東日

本大地震により、地殻変動により地表が移動していることから、これを機に公共基

準点の整備を行うと同時に、早急に公共測量をやり直すこと。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 
 県土県土県土県土整備部整備部整備部整備部    

 

 公園公園公園公園のののの整備拡充整備拡充整備拡充整備拡充 

県内の公園面積が全国平均を大幅に下回っていることを十分認識して、市町村と提

携し積極的に公園の整備をはかること。 

 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
 

 公園公園公園公園のののの整備拡充整備拡充整備拡充整備拡充 

指定管理者制度の推進に当たっては、重大な事故や事件の発生、事業の破綻等のリ

スクの予兆を見過ごすことなく、施設の管理運営を適切に行わせる必要がある。ま

た、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているかを十分確認する必要がある。 

そのため、指定管理者による管理運営の適正を期するためのモニタリングを強化す

ること。 

 

企画企画企画企画財政部財政部財政部財政部    
 

 高速道路高速道路高速道路高速道路やややや国道県道国道県道国道県道国道県道のののの整備整備整備整備 

県内経済と県内移動の利便性アップと経済コストの軽減に改善が図られるなど、高

速道路の役割は大きく、地域発展のためにもスマート IC の新規が望まれているので

推進を図ること。 

 県土県土県土県土整備部整備部整備部整備部    
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 下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業のののの整備促進整備促進整備促進整備促進ととととゲリラゲリラゲリラゲリラ豪雨豪雨豪雨豪雨対策対策対策対策のののの推進推進推進推進 

県内、下水道普及率の向上と近年各地でゲリラ豪雨が多発し、市街地の浸水被害の

軽減をさせるため下水道の整備を推進すること。また、都市部の局地的集中豪雨対

策として有効な家庭用雨水貯留槽の普及を行うため、市町村と連携し補助制度を充

実させること。 

 

          
 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    

 

 中小河川中小河川中小河川中小河川のののの整備促進整備促進整備促進整備促進 

県内中小河川(国の直轄河川を含む)の堤防事故や越水による被害が考えられ、国や

市町村との連携強化と計画的予算措置をすること。 

 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道局下水道局下水道局下水道局 
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７ 文教委員会関係 

    不登校不登校不登校不登校対策対策対策対策    

不登校児童・生徒の担任離れを防止するため、担任教師の電話連絡、家庭訪問等が

充分図れるようにする。 

また、教師が不登校・非行・虐待等を早期に発見できるよう、児童・生徒とのコミ

ュニケーションの時間を持てるようにするため、書類作成などの事務仕事の軽減を

図る。 

不登校や引きこもりの児童・生徒のケアや、その後の社会復帰につなげることが困

難なことが多くあるため、フリースクールをはじめとする民間の支援組織に対する

補助金の創設と情報提供機能の確立を図り、現状対応への様々なアプローチを行う

こと。 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
 
 保健医療部保健医療部保健医療部保健医療部    

 
 教教教教    育育育育    局局局局    

 

 障障障障がいがいがいがいをををを持持持持つつつつ児児児児童童童童・・・・生徒生徒生徒生徒へのへのへのへの教育教育教育教育     

軽度発達障がい児は一般社会での就労が出来るよう支援することが望ましいため、

普通学級で学校生活が送れるよう体制を整える。 

障がいのある子どもは、将来一般社会で生きていくことを常に念頭におき、できる

限り普通学級で生活ができるよう、保育・教育現場に関わる人の理解と許容促進を

はかる。 

障がい者の支援については一般社会での理解が不可欠であり、障がい者が幼少期か

ら健常者との関わりを持ち、一般社会が障がい者の受け入れに困惑しないようにす

るよう体制を整える。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 

 高校退学者対策 

（１） 高校退学者数の減少策 

高校だけでの問題ではないが、高校退学者の減少に取り組む。 

（２） 高校退学者へのフォロー 

退学者が社会で孤立しないよう、退学後のフォローを継続して行う。 

また、再チャレンジが可能な仕組みを構築する。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
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  児童・生徒への学習サポート 

学校や教員に寄せられる地域住民の期待に応えるために、学習指導をはじめとする

学校活動へ地域の人材や教員ＯＢ・ＯＧの活用及び協力が得られるための対策を講

じ、教員のサポート体制を充実すること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 体力体力体力体力のののの向上策向上策向上策向上策 

小学から中学に進学後に表面化する個人の体力差を解消する必要がある。小学校から、中

学の部活動を意識した体力増進プログラムを新たに構築すること。 

福岡県タレント発掘事業などを参考に、県プラチナキッズ発掘育成事業を発展させ

ること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 部活動部活動部活動部活動のののの推進強化推進強化推進強化推進強化    

公立学校における部活動の教育的意義を高く評価し、運動部活動の指導者の確保や、

芸術（美術・工芸・演劇・音楽など）にボランティアを迎える施策を検討すること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設のののの充実充実充実充実へへへへ向向向向けてけてけてけて 

総合型地域スポーツクラブの振興のための行政圏を越えた生活圏によるクラブ設立

や運営に対する支援対策を充実すること。 

廃止高校の運動場や校舎の有効利用をすること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 『『『『家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育』』』』のののの具体的支援具体的支援具体的支援具体的支援 

近年、家庭教育の弱体化が、子どもに表面化している。 

親の教育のプログラム実施にあたっては、ＰＴＡ事業の見直しなど、変革が必要で

ある。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
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 児童虐待撲滅児童虐待撲滅児童虐待撲滅児童虐待撲滅へへへへ向向向向けてけてけてけて 

児童虐待の早期発見のために、各教員の力量はもちろんのこと、地域や専門機関の

権限の強化を図り情報交換・連携を強化すること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 

 教育関係施設教育関係施設教育関係施設教育関係施設のののの耐震耐震耐震耐震・・・・補修修繕補修修繕補修修繕補修修繕についてについてについてについて 

教育関係施設の耐震・補修修繕について、市町村の負担が大きくなるため、県とし

ての財政的措置を検討すること。 

東日本大震災では、体育館の天井板が崩落した。安全な天井材の研究を含め、体育

館の耐震化を促進すること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 生徒生徒生徒生徒のののの非行非行非行非行、、、、教職員教職員教職員教職員のののの不祥事不祥事不祥事不祥事にににに対対対対するするするする危機管理対策危機管理対策危機管理対策危機管理対策についてについてについてについて    

生徒の非行や、教職員の不祥事に対する学校長の権限を強化するとともに危機管理

体制を確立すること。特に倫理観の欠如があらわれている教職員の不祥事が繰り返

されることがないよう努めること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 教員教員教員教員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上へへへへ向向向向けたけたけたけた研修研修研修研修のののの機会機会機会機会をををを 

広い視野と豊かな経験をもった教員を養成するために、企業や研究機関への研修の

機会を拡大すること。 

児童・生徒と関わる事を優先する為、研修・出張はできる限り長期休暇に組み込む

ようにする事。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 就学差別就学差別就学差別就学差別のののの排除排除排除排除 

ノーマライゼーションの理念にもとづいた教育実践に向けて、障がいの有無によっ

て就学を規定付ける就学支援委員会のあり方を見直すこと。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
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 地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型のののの学校施設学校施設学校施設学校施設づくりづくりづくりづくり推進推進推進推進 

地域密着型の学校施設づくりを推進するため、保育園・幼稚園、高齢者施設、NPO

活動拠点などとの複合施設化を促進すること。また、空き教室を活用して、放課後

児童クラブの増設や高齢者に対するデイサービスの拡充に努めること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
 

 国際人育成国際人育成国際人育成国際人育成へへへへ向向向向けたけたけたけた環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり 

国際化に対応できる人材の育成をめざし、教育現場において、多様な価値観を学ぶ

機会を積極的に取り入れて実効性ある研修を行い、教科などで導入すること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒へのへのへのへの学生生活支援学生生活支援学生生活支援学生生活支援 

外国人児童生徒の学習や学生生活を支援するために、積極的に地域の人材の協力を

求めていくこと。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

  評価制度実施評価制度実施評価制度実施評価制度実施にににに際際際際してしてしてして 

評価制度の導入にあたっては、常に教育現場の実態把握に努めるとともに、現場の

教職員の意見を真摯に受け止める基本姿勢を堅持すること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 教育教育教育教育のののの機会均等機会均等機会均等機会均等 

学校・家庭・地域社会が一体となった教育を推進するためには、県は各市町村及び

地域住民と良好な信頼関係を築き、その下で各種教育行政を実施することが必要で

ある。特に、県立学校の再編整備などによって、活用が可能となる教育施設を転用

する際には、市町村及び地元住民との連携を図り、その要望を尊重して各種事業を

推進すること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション技術習得技術習得技術習得技術習得へへへへ向向向向けてけてけてけて 

コミュニケーション技術を習得するため、地域ボランティアや個別取材を試みるな

ど校外での実践活動を重視すること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
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 就労教育就労教育就労教育就労教育のののの推進推進推進推進 

職場体験については、民間事業者に現在、無償で生徒の指導を行って頂いている。

円高不況の中で、謝礼金の予算を確保すること。 

また、働くことの意味を考えさせる上で発達段階に応じたキャリア教育を充実させ

ること。遊休農地などを利用した「教育ファーム」を小中学校に設置し農産物の栽

培など勤労生産体験を通じて、児童生徒の社会性や豊かな人間性の育成及び食育へ

の関心を高めさせること。 

 農農農農    林林林林    部部部部    
 
 教教教教    育育育育    局局局局    

 

 栄養教諭等栄養教諭等栄養教諭等栄養教諭等のののの配置基準配置基準配置基準配置基準についてについてについてについて 

小中学校の栄養教諭等の配置基準の見直しをすること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 シシシシティティティティズンシップズンシップズンシップズンシップのののの導入導入導入導入 

社会の一員として、社会や経済の仕組みを理解し、社会に積極的に参加していく力

を養うシティズンシップ教育を中・高等学校において実践すること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育園保育園保育園保育園とととと小学校小学校小学校小学校におけるにおけるにおけるにおける相互交流相互交流相互交流相互交流 

幼稚園・保育園と小学校間における相互交流を図るとともに、連携により接続を一

層円滑にさせること。 

 教教教教    育育育育    局局局局    
 

 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    
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８ 警察危機管理防災委員会関係 

    『『『『防犯防犯防犯防犯のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり条例条例条例条例』』』』にににに基基基基づくづくづくづく安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全のののの環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

   「防犯のまちづくり条例」に基づき、自治体、企業・各種団体と連携し、自主防犯 

    団体に対する支援を幅広く行い、防犯活動の立ち上げ及び継続のモチベーション 

    を高めるとともに、犯罪を起こしにくい街並み・まちづくりにむけたソフト・ハー 

ドの支援を充実すること。 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
 
 警警警警    察察察察    本本本本    部部部部    

 

 

    犯罪犯罪犯罪犯罪からからからから県民県民県民県民をををを守守守守るるるる・反社会的勢力反社会的勢力反社会的勢力反社会的勢力をををを社会社会社会社会からからからから排除排除排除排除するするするする    

      凶悪犯罪、悪質な少年犯罪、蔓延する薬物汚染等の防止のために、取り締まりの更 

なる強化と啓発活動を、関係機関と連携して協力に推進すること。22 年度施行の 

「暴力団排除条例」の県民への浸透に課題があることから、啓蒙・啓発活動に力 

をいれると共に、県民総力をあげて、反社会的勢力の排除に向けて取り組む機運 

の醸成に強力に取り組むこと。 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
 
 教教教教    育育育育    局局局局    

 
 警警警警    察察察察    本本本本    部部部部    

 

 

 交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策のののの強化強化強化強化 

   増加傾向にある交通事故対策の強化を図ること。特に自転車利用のマナーの向上に 

向けて、高年者、成人、子ども等、対象別の啓蒙・啓発・研修会等をより積極的に 

行うこと。要望の絶えない信号機の整備は、優先順位の基準を明確化し積極的に 

すめるとともに、障がい者対応の音響信号等、災害（停電）時対応設備の整備を進め

ること。 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
 
 警警警警    察察察察    本本本本    部部部部    

 

 

 警察警察警察警察サービスサービスサービスサービスのののの充実充実充実充実    

   全ての県民が安心して警察サービスを受けられるよう、交番・駐在所の適正配置を 

はかるとともに、不在交番の完全解消にむけて、警察官・交番相談員の増員をはか 

ること。国に対しては更なる警察官の増員を強く求めること。 

   
 警警警警    察察察察    本本本本    部部部部    
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 消防消防消防消防のののの広域化広域化広域化広域化のののの推進推進推進推進    

県として、消防の広域化を最大限推進し、「埼玉消防庁」構想を明確にしてい 

くこと。また、市町村に単に広域化を働きかける（事務費補助）だけでなく、静岡県

で実施されている防災資器材（車両を含む）の補助金制度を県で創設すること。 

   
 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
 

 

 広域受援計画広域受援計画広域受援計画広域受援計画のののの早期策定早期策定早期策定早期策定 

大災害発生時に外部より支援を受けるために、応援部隊の集合場所、活動拠点への誘

導ルート、活動拠点、駐留場所などを事前に準備する広域受援計画を早急に策定する

こと。 

   
 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
 

 

 非常参集訓練非常参集訓練非常参集訓練非常参集訓練、、、、図上訓練図上訓練図上訓練図上訓練のののの充実充実充実充実 

   発災時の初動の遅れを許さないために、災害対策本部の早期立ち上げに向け、本部 

要員の非常参集訓練を絶えず行うこと。また、災害対策本部の事態収拾能力を高める

ために大規模な図上訓練を行い、対応能力を上げること。 

    
 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
 

 

 緊急輸送道緊急輸送道緊急輸送道緊急輸送道路路路路のののの確保確保確保確保にむけたにむけたにむけたにむけた啓発啓発啓発啓発とととと訓練訓練訓練訓練、、、、及及及及びびびび沿道建築物沿道建築物沿道建築物沿道建築物のののの耐震化耐震化耐震化耐震化    

内陸県である埼玉県では、災害時における緊急輸送道路は、極めて重要な役割を 

担っていることから、県民にむけた啓発活動を拡大するとともに、警視庁で行った緊

急輸送道路の封鎖訓練を行うことを検討すること。また県ならびに県内各特定行政庁

が連携して沿道建築物の耐震を万全なものにすること。 

 

  
 都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部    

 
 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
 

 

 地域防災力強化地域防災力強化地域防災力強化地域防災力強化のののの人材育成人材育成人材育成人材育成のののの充実充実充実充実    

大災害発災時には、地域コミュニティの防災対応力が大きく問われるものになること

から、人材育成の為のソフトを充実し、人材育成を知事認証制度として地域防災リー

ダーの育成を積極的に行うこと。 

    
 教教教教    育育育育    局局局局    

 
 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
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災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者のののの避難支援策避難支援策避難支援策避難支援策のののの個別計画早期策定個別計画早期策定個別計画早期策定個別計画早期策定    

市町村において、災害時要援護者の避難支援策の個別計画が早期に策定されるよう支 

援及び働きかけを行うこと。 

  
 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
 
 福福福福    祉祉祉祉    部部部部    

 

 

災害時帰宅困難者災害時帰宅困難者災害時帰宅困難者災害時帰宅困難者へのへのへのへの情報及情報及情報及情報及びびびび物質提供手段物質提供手段物質提供手段物質提供手段のののの整備整備整備整備 

大災害発生時に困難となる帰宅者に対して、的確に情報を提供するために、鉄道の運 

行状況や代替手段、帰宅経路の道路の状況、帰宅困難者受入可能な一時避難所等の情 

報を伝えるインフラ整備と情報提供コンテンツの整備を早急に行うこと。また幹線道 

路沿いに飲料水、仮設トイレ、情報等を提供する機器を収納しておくベンチ「災害時 

帰宅困難者ステーション」の整備を行うこと。 

 

危機危機危機危機管理管理管理管理防災部防災部防災部防災部    
 

 

県県県県    民民民民    生生生生    活活活活    部部部部    
 
 県土県土県土県土整備部整備部整備部整備部    
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９ さいたま市 

    さいたまさいたまさいたまさいたま市内一級河川市内一級河川市内一級河川市内一級河川のののの整備整備整備整備・・・・改修促進改修促進改修促進改修促進についてについてについてについて    

さいたま市内を流下する一級河川である芝川、古隅田川や藤右衛門川におい 

て、いまだ集中豪雨のたびに浸水被害が生じ、市民は不安を感じている。 

ついては浸水被害の軽減に向け、上記河川のより一層の早期改修をお願いする。 

 

 

    県県県県のののの役割役割役割役割をふまえたをふまえたをふまえたをふまえた市町村市町村市町村市町村へへへへのののの財政的財政的財政的財政的なななな支援支援支援支援についてについてについてについて    

県は広域自治体として、県内市町村を補完、支援する責務があることから、24 年度

予算編成において以下の 2 点にご留意をくださるよう要望する。 

 

１）県単独事業に係る市町村補助金の中には、合理的な理由なく政令指定都市を除

外したり、財政力指数に応じて補助率を引き下げるものがあり、同税率で県民税を

負担している「さいたま市民」からの理解を得られるものではないことから、これ

ら格差のある補助制度の是正・廃止を要望する。 

 

２）埼玉県分権推進交付金並びに、その他の権限移譲事務に伴う交付金の見直し・

増額を要望する。 

 

 市内市内市内市内におけるにおけるにおけるにおける交番交番交番交番のののの増設増設増設増設についてについてについてについて 

都市機能の集積等による地域の人口増や治安情勢の変化をふまえ、 

 西大宮駅前や北区役所周辺、中浦和駅周辺など、交番設置の必要性が認められる 

地域への増設に関し、特段のご配慮をお願いする。 

 

 駅駅駅駅ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化のののの推進推進推進推進についてについてについてについて 

ターミナル駅であり、乗降客数も多い南浦和駅へのエレベーター設置、下りエスカレ

ーターの早期設置を求める。 

 

 埼京線埼京線埼京線埼京線のののの最終電車延長最終電車延長最終電車延長最終電車延長についてについてについてについて 

県内主要線であり、利用者数も多い埼京線の最終電車の時間延長を求める。 

特に、京浜東北線と比べて最終時間の差が大きく、都心に通勤・通学する多くの県民

から要望がある。 
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10 久喜市、白岡町、宮代町 

    県道県道県道県道・・・・行田行田行田行田・・・・蓮田蓮田蓮田蓮田バイパスバイパスバイパスバイパスのののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

平成１９年に地元説明会が開催された後、進捗のしていない状況を鑑み、早急に事

業着手すること 

 

    国道国道国道国道１２５１２５１２５１２５号号号号バイパスバイパスバイパスバイパスのののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて    

本バイパスの早急な整備が必要であることから、早期完成に向け推進すること。 

 

    主要地方道主要地方道主要地方道主要地方道・・・・川越川越川越川越・・・・栗橋線栗橋線栗橋線栗橋線のののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

大久保バス停付近から笊田（ざるた）橋までの、約２５０ｍ区間が大変危険である

ため、地域住民が安全に通行できるよう、歩道整備を行うこと。 

    一級河川隼人堀川一級河川隼人堀川一級河川隼人堀川一級河川隼人堀川・・・・姫宮落川姫宮落川姫宮落川姫宮落川のののの改修促進改修促進改修促進改修促進についてについてについてについて    

この河川については逐次事業化が図られているものの、集中豪雨による冠水等の被

害が増加しているため、引き続き浚渫を行うと共に、改修事業の促進を行うこと。 

 

    県道県道県道県道・・・・上尾上尾上尾上尾・・・・久喜線久喜線久喜線久喜線ののののバイパスバイパスバイパスバイパス事業促進事業促進事業促進事業促進についてについてについてについて    

現在、バイパス整備事業が中断しているが、計画路線沿線に県企業局による産業団

地整備の事業化が見込まれることから、バイパス事業の促進を行うこと。 

 

    県道県道県道県道・・・・蓮田蓮田蓮田蓮田・・・・杉戸線杉戸線杉戸線杉戸線、、、、東武動物公園停車場線東武動物公園停車場線東武動物公園停車場線東武動物公園停車場線ののののバイパスバイパスバイパスバイパス整備推進整備推進整備推進整備推進についてについてについてについて    

都市計画道路・新橋通り線を、県道・蓮田・杉戸線のバイパスとして、国道４号ま

で延伸整備を行うこと。また、東武動物公園停車場線の路線拡幅を積極的に推進す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 越谷市 

    都市計画道路八潮越谷線都市計画道路八潮越谷線都市計画道路八潮越谷線都市計画道路八潮越谷線のののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

    

大規模工場の区間の整備を進め、一日も早い開通を行うこと。 

 

    都市計画道路越谷吉川線都市計画道路越谷吉川線都市計画道路越谷吉川線都市計画道路越谷吉川線のののの整備整備整備整備とととと吉川橋吉川橋吉川橋吉川橋のののの架替架替架替架替えについてえについてえについてえについて    

    

当該路線の一日でも早い完成と、吉川橋の架替えに伴う、車両通行可能な仮橋の設

置を行うこと。 

 

 県道県道県道県道平方東京線平方東京線平方東京線平方東京線のののの整備整備整備整備についてについてについてについて 

当該道路の拡幅整備を図ること。 

 

 レイクレイクレイクレイクタウンタウンタウンタウン駅駅駅駅へのへのへのへの交番設置交番設置交番設置交番設置についてについてについてについて 

越谷レイクタウンでは、今年４月にはアウトレットがオープンするなど、開発が進ん

でいる。人口も増加し、夜間は暴走族の被害があり、一日でも早い交番設置を行うこ

と。 
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12 所沢市 

    都市高速鉄道都市高速鉄道都市高速鉄道都市高速鉄道１２１２１２１２号線号線号線号線のののの延伸延伸延伸延伸についてについてについてについて    

都市高速鉄道１２号線の新座市、所沢市までの延伸に向けて積極的に取り組むこと。 

 

    県道県道県道県道・・・・所沢堀兼狭山線所沢堀兼狭山線所沢堀兼狭山線所沢堀兼狭山線のののの早期早期早期早期開通開通開通開通についてについてについてについて    

県道・所沢堀兼狭山線については、利便性向上及び地域振興、渋滞緩和等の観点か

ら早期に開通を図ること。 

 

 西武鉄道西武鉄道西武鉄道西武鉄道・・・・所沢駅東口周辺所沢駅東口周辺所沢駅東口周辺所沢駅東口周辺へのへのへのへの交番交番交番交番のののの設置設置設置設置についてについてについてについて 

所沢駅は、一日の利用者数は９万人を超える駅であるにもかかわらず、東口には交

番がない。利用者並びに地域住民の安全・安心の為にも交番を設置すること。 

 

 航空記念公園航空記念公園航空記念公園航空記念公園サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの芝生化芝生化芝生化芝生化についてについてについてについて 

県営航空記念公園サッカー場について、よりよいスポーツ環境の提供及び雨天後の

利用を容易にする為、芝生化を実施すること。 
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13 川口市 

    伝右川伝右川伝右川伝右川のののの浚渫浚渫浚渫浚渫    

伝右川（伝右橋から龍のいり水門）の浚渫を行うこと 

 

    竪川竪川竪川竪川、、、、旧芝川旧芝川旧芝川旧芝川のののの浚浚浚浚渫渫渫渫    

竪川（緑川交差地点から縦川樋門まで）、旧芝川（竪川樋門から青木橋まで）の浚渫

を行うこと。 

 

 県道県道県道県道におけるにおけるにおけるにおけるバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー歩道整備促進歩道整備促進歩道整備促進歩道整備促進 

県道さいたま草加線、県道吉葉安行東京線、県道鳩ヶ谷金明線のバリアフリー歩道

整備を促進すること。 

 

 綾瀬川綾瀬川綾瀬川綾瀬川へのへのへのへの新橋建設促進新橋建設促進新橋建設促進新橋建設促進 

JR 東川口から越谷方面への綾瀬川に新橋の建設を促進すること。 

 

 荒川荒川荒川荒川へのへのへのへの新橋建設新橋建設新橋建設新橋建設 

荒川の新橋を建設すること。 

 

 日暮里舎人線日暮里舎人線日暮里舎人線日暮里舎人線のののの延伸促進延伸促進延伸促進延伸促進 

第二産業道路への日暮里舎人線の延伸を促進すること。 

 

 川口市東北部地域川口市東北部地域川口市東北部地域川口市東北部地域のののの新警察署新警察署新警察署新警察署のののの設置設置設置設置をををを 

川口市東北部地域に新警察署を設置すること。 
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14 新座市 

    都市高速鉄道都市高速鉄道都市高速鉄道都市高速鉄道１２１２１２１２号線号線号線号線のののの延伸延伸延伸延伸についてについてについてについて    

都市高速鉄道１２号線の新座市までの延伸に向けて積極的に取り組むこと。 

 

    都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路・・・・保谷保谷保谷保谷・・・・朝霞線朝霞線朝霞線朝霞線のののの早期整備早期整備早期整備早期整備とととと地元地元地元地元とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化    

都市計画道路・保谷・朝霞線の早期整備を行うため、新座市と一層連携した上で、

事業主体である県の方向性を明確にすること。 

 

 都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路・・・・東東東東村山足立線村山足立線村山足立線村山足立線のののの計画的計画的計画的計画的なななな整備整備整備整備 

都市計画道路・東村山足立線の計画的な整備を行うとともに、沿線地域の渋滞が解

消されるよう万全の対策を講ずること。 
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15 草加市 

    県道川口草加線県道川口草加線県道川口草加線県道川口草加線のののの河内掘河内掘河内掘河内掘りのりのりのりの早期整備早期整備早期整備早期整備    

                        県道川口草加線のうち、東武鉄道の側道から県道足立越谷線の延長約２００メー 

トル区間の河内掘りが未整備であることから、 

１）洪水時の排水能力を低下させ、周辺地域の浸水被害の要因となっている、 

２）歩行者のすれ違いも困難なほど狭隘であり歩行者が車道を歩くなどの危険な状 

況がある。よって、地域住民の安全を守るために、河内掘り整備の早期完成を求 

める。 

    草加駅西口草加駅西口草加駅西口草加駅西口のののの停車場線停車場線停車場線停車場線のののの電電電電線地中化線地中化線地中化線地中化    

                東京から埼玉への玄関口ともいえる東武線急行の停車する草加駅の駅前通りの整

備は、魅力ある草加のまちづくりにおいて欠かすことができない。未整備の西口側

の停車場線の電線地中化実現にむけた環境整備をはかること。 

 

 柳島交差点及柳島交差点及柳島交差点及柳島交差点及びびびび谷塚仲町谷塚仲町谷塚仲町谷塚仲町のののの交差点交差点交差点交差点のののの早期整備早期整備早期整備早期整備    

    柳島交差点の慢性的な渋滞の解消と安全な歩行空間の確保のために、柳島交差点 

の改良事業の早期完成と、川口草加線から国道４号バイパスに侵入するための付加 

車線の整備を行うこと。 

                    

 松原団地駅東口駅前通松原団地駅東口駅前通松原団地駅東口駅前通松原団地駅東口駅前通りのりのりのりの歩道歩道歩道歩道のののの整備整備整備整備 

松原団地駅は、獨協大学の最寄り駅として西口・東口とともに、にぎわいあるま

ちづくりの大きな可能性がある駅である。東口駅前通りの歩道は、歩行者と共に自

転車通行が多いことから補修が必要な箇所が少なくない。歩道全体の修繕を行い、

歩行者にとって快適な歩道環境を整備すること。 

 

 草加草加草加草加のののの中心部中心部中心部中心部であるであるであるである旧日光街道旧日光街道旧日光街道旧日光街道のののの無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化 

草加市の中心部を通る旧日光街道は、「今様・草加宿」事業におけるまちづくりの

中心部でもある。この通りの無電中化は、草加市全体のまちの魅力アップにつなが

ることから、地元要望も強く、実現にむけた事業支援をはかること。 
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 伝右川伝右川伝右川伝右川のののの神明排水機場神明排水機場神明排水機場神明排水機場からからからから下流下流下流下流のののの鉄矢板護岸鉄矢板護岸鉄矢板護岸鉄矢板護岸のののの水辺環境整備水辺環境整備水辺環境整備水辺環境整備    

                現在、治水の観点から整備が行われている伝右川の神明排水機場下流の鉄矢板  

護岸において、ビオトープを含めた魅力的な水辺環境の創出が求められていることか

ら、事業化に向けて積極的な検討をすること。    

 

 県道谷塚松原線県道谷塚松原線県道谷塚松原線県道谷塚松原線とととと県道吉場安行東京線及県道吉場安行東京線及県道吉場安行東京線及県道吉場安行東京線及びびびび川口草加線川口草加線川口草加線川口草加線とのとのとのとの交差地点交差地点交差地点交差地点のののの信号機信号機信号機信号機のののの整備整備整備整備    

                平成２４年度に全面開通の予定の県道谷塚松原線は、市南部地域における重要な 

交通ネットワークであることから、吉場安行東京線、川口草加線、それぞれとの交 

差する地点においては、全線開通と同時に信号機を設置すること。 

 

 

 


