
 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １                                                          企画財政部 

要    望    項    目

 
１ 企画財政委員会関係 
 １ 地方制度改革の促進 
   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。また、本県から県内市町村への更なる

分権に努めること。また、本県から県内市町村への更なる分権に努めること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 住民に身近な行政を地方自治体が自主的かつより総合的に実施できるよう、全国知

事会など地方六団体との連携を密にしながら、国・地方の役割分担の見直しや地方税

財源の充実確保などを引き続き国に対して強く働きかけてまいります。 
 
地方分権推進事業費埼玉県分権推進交付金    ６１５，９４３千円 

 市町村振興事業特別会計埼玉県ふるさと創造資金 

 権限移譲特別推進事業              ３０，０００千円 

 
 県では、市町村の自主性、自立性を高め、地域の課題は地域自らの責任と判断で

取り組むことができるよう、平成２２年度に策定した「第三次埼玉県権限移譲方針」

に基づき、市町村への権限移譲を進めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 地域主権戦略会議の議員である上田知事は、全国知事会とも連携し、地方を代表す

る立場から「国の出先機関の原則廃止」をはじめ、国から地方への権限・財源移譲に

関する政策提言を行いました。 
 平成２４年度は地域自主戦略交付金の拡充や地域主権推進大綱の閣議決定など地域

主権改革が前進しました。 
 
 地方分権推進事業費埼玉県分権推進交付金    ６４７，５００千円 

 市町村振興事業特別会計埼玉県ふるさと創造資金 

 （緊急重点事業推進枠）権限移譲特別推進事業   ３０，０００千円 

 

 県では、市町村の自主性、自立性を高め、地域の課題は地域自らの責任と判断で

取り組むことができるよう、平成２２年度に策定した「第三次埼玉県権限移譲方針」

に基づき、市町村への権限移譲を進めてまいりました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ２                                                          企画財政部 

要    望    項    目

 
１ 企画財政委員会関係 
 ２ 成長戦略の確立と規律ある行財政運営 

 最少の経費で、最大の行政サービスを提供できるよう、事業仕分けなどの手法も

活用しつつ行財政改革を進め、投資的経費を確保し埼玉県の成長戦略を確立するこ

と。 

平成２５年度の対応状況等

 
 厳しい財政状況の中、様々な県民ニーズに的確に対応していくため、平成２３年度か

ら２５年度を計画期間とする「第三次埼玉県行財政改革プログラム」に基づき、少ない

費用で大きな効果を上げる「費用対効果」の徹底的な追求という基本的方向の下、「県

民サービスの『質』の改革」、「県庁の仕事の『しくみ』の改革」、「県庁の『体質』

の改革」の三つの方向を掲げ、行財政改革に取り組みます。 
 また埼玉県では、行政の無駄を省き、事業の選択と集中を徹底させるため、これまで

平成１６年度、２２年度の２回にわたり、全ての予算事業を対象とした「事務事業の総

点検」を行いました。これにより事業仕分けと同様の成果が得られたものと考えていま

す。これらの改革により、最少の経費で最大の効果を上げる「最小・最強の県庁」の実

現を目指します。 
 平成２５年度予算編成におきましては、「財政の健全性堅持」を基本方針の一つとし

て掲げ、効果が十分に発揮できていない事業や行政としての役割を終了した事業などを

見直し事業の新陳代謝を進めることで、重要課題へ対応する財源を確保しました。 
 また、５か年計画では「安心、成長、自立自尊の埼玉」を本県の針路と定め、その

針路を進むため１２の戦略を掲げております。来年度予算におきましても、投資的経

費を含め、この１２の戦略に重点投資しました。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 「第三次埼玉県行財政改革プログラム」に基づき、知事部局職員定数８５人削減する

など一層の行財政改革を推進しました。平成２４年度予算編成におきましては、「財政

の健全性堅持」を基本方針の一つとして掲げ、「県債残高の適切な管理や事務事業の見

直しによる徹底的なコスト削減」を実施しました。 
 また、５か年計画では「安心、成長、自立自尊の埼玉」を本県の針路と定め、その針

路を進むため１２の戦略を掲げました。今年度予算におきましては、投資的経費を含め、

この１２の戦略に重点投資したところでございます。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ３                                                       企画財政部 

要    望    項    目

 
１ 企画財政委員会関係 
 ３ 事務事業評価手法の確立 

 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。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
 平成２５年度予算編成に当たっては各部局に主要見直しテーマを設定し、事業の効率

性、効果、問題点等の検証を踏まえた見直しを行いました。 
 また、民間活力や職員のマンパワーの活用、事業の集中化など最小の費用で最大限の

効果を上げる事業手法の検討や、既存事業の徹底的な見直しを行いました。 
 こうした財政健全化に向けた取組は、これまでも当初予算の公表と同時に記者発表を

行っており、今後も引き続き対応してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 平成２４年度予算編成に当たっては「ゼロベースでの事業目的の設定」を基本方針の

一つとして、全ての事務事業について原点に立ち返り目的設定を図ったうえで、幅広に

対応策の検討を行いました。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№４                            企画財政部  

要   望   項   目 
 
１ 企画財政委員会関係 

 ４ 民間企業、NPO 等の県政参加促進 
  新しい公共の重要性が増すことを念頭に、民間企業やＮＰＯ等の県政参加を

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。  
 
 
 

平成２５年度の対応状況等  
 
 「民間連携よろず相談所」の活用や幅広い分野の企業との新たな包括的連携協

定の締結、包括的連携協定を締結している企業との連携を深めるなど、県民のア

イデアや企業の経営感覚、ノウハウを積極的に県政に取り入れて参ります。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 

 官民連携の更なる推進のため、６月に株式会社イトーヨーカ堂と株式会社そご

う・西武、１０月に株式会社セーブオンと包括的連携協定を締結しました。 
 また、県民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、包括的連携協定を

締結した企業と連携して、地産地消を推進する商品の開発や健康長寿埼玉プロジ

ェクトの一環である「健康長寿フェア」の開催など事業を進めました。  
このほか、「民間連携よろず相談所」を運営し、幅広く相談を受け付けました。

 さらに、県民の方々に気軽に地域貢献、社会参加をしてもらえるよう、広く県

民の方々の協力を求めている県事業を集めた、県のホームページ上の「官民連携の

ひろば」を引き続き実施しています。 
 
 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №５                                                             総務部 

要    望    項    目

 
１ 企画財政委員会関係 
 ５ 県職員の研修視察の充実 
  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。 

平成２５年度の対応状況等

  
 人材開発推進事業                ２０，４３３千円 
 職員海外派遣研修等事業             １７，３８７千円 
 
 職員が外部のセミナーに参加する際に負担金を支援し最新の情報を入手できるように

するなど、職員の能力開発を引き続き積極的に行ってまいります。海外への研修派遣に

ついても引き続き実施いたします。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 人材開発推進事業                ２１，５０８千円 
 職員海外派遣研修等事業             １２，８７５千円 
 
 職員が外部のセミナーに参加する際に負担金を支援し最新の情報を入手できるように

するなど、職員の能力開発を引き続き積極的に行っております。海外への研修派遣につ

いても引き続き実施しております。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№６                             企画財政部 

要   望   項   目 
 
１ 企画財政委員会関係 

 ６ 指定管理者制度の事業評価  
  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。 
平成２５年度の対応状況等  

 
 県の政策を遂行する上で重要な施設などの特殊な場合を除き、公募により幅

広く指定管理者を募集してまいります。 
  さらには、施設ごとにモニタリング実施要領を策定し、現地ヒアリングや書類

調査などのモニタリングを実施してまいります。 
 年度終了後には、実施要領に定めた評価基準により事後評価を実施し、効率的

な施設運営と県民サービスに努めてまいります。 
 

 また、施設管理以外の業務についても、民間の高度な専門技術やノウハウを活

用することにより、質の高い行政サービスを効率的に提供できる場合には民間委

託を進めてまいります。 

 

 

 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
 指定管理者をすべて公募で選定しました。 

 さらには、施設ごとにモニタリング実施要領を策定し、現地ヒアリングや書類

調査などのモニタリングを実施しました。  
 年度終了後には、実施要領に定めた評価基準により事後評価を実施し、効率的

な施設運営と県民サービスに努めます。 
 

  また、平成２０年５月に策定した「埼玉県官民協働・民間開放の推進指針」を踏まえ、

民間の高度な専門技術やノウハウを活用することにより、質が高く効率的な公共

サービスの提供が図れる業務について民間委託を進めました。 

 

 

   
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ７                                                          企画財政部 

要    望    項    目

 
１ 企画財政委員会関係 
 ７ 長期債務残高の軽減策の推進と長期歳出想定額の算出 
   将来世代に過重な負担がかからないよう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。また、向こう１５年間の長期歳出想定額を過去の

  歳出額より算出し、少子高齢社会に対応する財政計画を立てること。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
 今後の財政運営に当たっては、行財政改革を積極的に推進し、将来的な行政コストの

縮減を図り、県債に過度に依存しない財政運営を目指します。 
 また、現下の経済状況へ必要な対応を講じた上で、選択と集中による投資的経費の重

点化等により、臨時財政対策債などを除いた県で発行をコントロールすることのできる

県債の残高を抑制してまいります。 
 財政計画については、１０月の予算編成方針策定時に３年間分策定し、予算編成の参

考としています。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 臨時財政対策債及び減収補てん債を除く県債残高 
  平成２３年度末県債残高（決算）   ２兆３，５６７億円 
  平成２４年度末県債残高（当初予算） ２兆３，１４２億円 
                       △４２５億円 
 
 財政計画については、埼玉県５か年計画策定時に５年間の財政収支見通しを計算し、

計画に併せて参考資料として公表しました。 
 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №８                                                          企画財政部 

要    望    項    目

 
１ 企画財政委員会関係 
 ８ 各種団体に対する補助金について 
    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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 平成２５年度予算編成におきましても引き続き、各種補助金については、社会情勢

の変化を踏まえ、補助対象団体の自立性の促進、補助成果の明確化などの考え方に基

づき見直しを行いました。 
 特に、新規の補助金については原則サンセットルール（終期設定）を適用し、目標

水準及び達成時期を明確化することで補助金の効果的な活用が図られるよう、積極的

に見直しました。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 平成２４年度予算編成におきましても引き続き、各種補助金については、社会情勢

の変化を踏まえ、補助対象団体の自立性の促進、補助成果の明確化などの考え方に基

づき見直しを行いました。 
 特に、平成２３年度から３年間を期間とする第三次行財政改革プログラムでは、既

存の補助金の見直しに加えて、新規の補助金へのサンセットルール（終期設定）適用

を原則としており、目標水準及び達成時期を明確化し、補助金の効果的な活用が図ら

れるよう積極的な見直しを行いました。 
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 №９                                                         企画財政部 

要    望    項    目

 

１ 企画財政委員会関係 

 ９ 鉄道網の拡充 

   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。  

 

  

平成２５年度の対応状況等

 

 地下鉄７号線延伸線基本計画調査費      ６，０００千円  

 運輸政策審議会答申において計画に位置付けられた、地下鉄７号線延伸線（浦和美

園～岩槻～蓮田）の先行区間（浦和美園～岩槻）について、さいたま市とともに、地

下鉄７号線延伸検討委員会の結果を踏まえ、取り組むべき課題に対応していきます。

 
 県内公共交通網検討調査費          ４，９００千円 
 鉄道新線の整備については、運輸政策審議会第１８号答申の見直しに向け、県の対

応方針の検討を行ってまいります。 

 

 また、鉄道事業者に対し川越線日進以西の複線化、武蔵野線の増発及び増結等、県内

東西各地域を結ぶ鉄道網のより一層の充実について、要望してまいります。 

 

平成２４年度の対応状況等

 

 地下鉄７号線延伸線基本計画調査費     ６，０００千円 
 運輸政策審議会答申において計画に位置付けられた、地下鉄７号線延伸線（浦和美

園～岩槻～蓮田）の先行区間（浦和美園～岩槻）について、さいたま市とともに地下

鉄７号線延伸検討委員会の結果を踏まえ、快速運転実施に関する課題の抽出やコスト

縮減などの検討を行いました。 
 

 県内公共交通網検討調査費         ５，０００千円 
 鉄道新線の整備については、運輸政策審議会第１８号答申の見直しに向け、県内公

共交通網の現状把握や課題整理などを行いました。 

 
 また、鉄道事業者に対し川越線日進以西の複線化、武蔵野線の増発及び増結、武蔵

野線大宮駅乗り入れ旅客列車の定期化等、県内東西各地域を結ぶ鉄道網のより一層の

充実について、要望しました。 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１０                                                        企画財政部 

要    望    項    目

 

１ 企画財政委員会関係 

 １０ 新交通の早期実現 

   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。 

 

  

平成２５年度の対応状況等

 

 運輸政策審議会答申に位置付けられた東西交通大宮ルート（大宮～さいたま新都心

～埼玉スタジアム２００２）について、さいたま市が平成２２年度に策定したさいた

ま市都市交通戦略に基づく取り組みの状況を注視してまいります。 

 

平成２４年度の対応状況等

 

 東西交通大宮ルート（大宮～さいたま新都心～埼玉スタジアム２００２）について、

さいたま市の検討状況の把握に努めました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１１                                                        企画財政部 

要    望    項    目
 
１ 企画財政委員会関係 

 １１ 駅ホームへの防護柵設置 

   県内各駅のホームに、障がい者・高齢者の安全を確保と自殺防止対策のため、防

  護柵設置をすすめること。また、防護柵整備に関する全体計画を策定すること。加

  えて、次善策としてのホーム内方線の整備を急ぐこと。 

 
 

平成２５年度の対応状況等

 
 駅ホームの転落防止対策推進事業費           ３０，４５０千円 
 
 駅ホームからの転落事故等を防止するため、一部の駅をモデルとしてホームドアの設

置に向けた調査費用を補助することにより、その普及を促進してまいります。 
 また、利用者の多い駅等について、市町村と連携して内方線付き点状ブロックの整備

経費を補助することにより、その普及を促進してまいります。 
 さらに、ソフト対策として特に事故に遭いやすい視覚障害者に対する声かけ・サポー

ト方法について普及啓発を行ってまいります。  
 なお、引き続き、ホームからの転落事故を防止するためのホームドアや内方線付き点

状ブロックの設置などについて、鉄道事業者に要望してまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 駅ホームからの転落事故が増加していることを受け、ホームドア等の整備などのハー

ド対策及び障害者や高齢者などに対する声かけなどのソフト対策の両面から、駅の安

全・安心対策をより効果的に促進するため、鉄道事業者及び関係市をメンバーとして、

ホームからの転落防止対策会議を開催し、情報共有や意見交換を行いました。 
 また、ホームからの転落事故を防止するためのホームドアや内方線付き点状ブロック

の設置などについて、鉄道事業者に要望しました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 
 № １２                                                  産業労働部  

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １ 男女共同参画社会の推進 
   ワークライフバランスの推進の取り組みを強化し、女性はもとより男性にとっ 

ても仕事と家庭・子育ての両立とキャリア継続があたりまえとなるよう、社会環 
境の整備に努めること。県職員については、管理職に女性職員の積極的登用と子 
育て期の働き方がキャリアに影響を与えることがないような環境作り、男性職員 
の育児休業取得率等の大幅アップなど、目指す社会の在り方をまずは県庁内で実 
現することに、真剣に取り組むこと。「多様な働き方実践企業」認定制度によっ 
て、子育て応援の宣言にとどまらず実践する企業の実態を把握し対策を講じる等、

より効果の高い「ウーマノミクス制度」に結び付けていくこと。子どもの病気と 
いうイレギュラーな事態は、女性のキャリア継続の重要なネックとなることから、

看護休暇、看護の為のフレキシブルな出勤形態の普及と、病児・病後児保育の普 
及に向けた県のサポートを強化すること。 

平成２５年度の対応状況等

 

多様な働き方推進事業              ５，６７３千円 

女性のキャリア継続支援事業          ３，２０５千円 

 

   短時間勤務及びフレックスタイム等の多様な働き方を実践する企業を認定し、仕 

事と子育てが両立できる企業の拡大を図るとともに、女性がキャリアを継続できる 

よう女性の昇進意欲の向上ほか、男性も仕事と子育て等の両立ができるようマネジ 

メント層及び男性の意識改革を図ります。 

平成２４年度の対応状況等

 

多様な働き方推進事業              ３２，１４６千円 

 

   短時間勤務及びフレックスタイム等の多様な働き方を実践する企業を認定する

とともに、短時間勤務の導入・利用促進のために、普及員や職員が県内企業に出

向いて普及啓発に努めるなどして、仕事と家庭の両立支援について理解し、多様

な働き方を実践する企業の拡大に努めました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１２                                                           総務部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １ 男女共同参画社会の推進 

県職員については、管理職に女性職員の積極的な登用と子育て期の働き方がキャ

リアに影響することがないような環境作り、男性職員の育児休業取得率の大幅なアッ

プなど、目指す社会のあり方をまずは県庁内で実現することに、真剣に取り組むこと。

平成２５年度の対応状況等

 

男女共同参画の推進を図るため、女性職員の能力、実績等を適正に評価し、幹部職員

への登用を進めてまいります。 

また、意欲と能力のある女性職員には、その能力を十分発揮できるよう、子育てと両立

しうる職場環境の整備に努めてまいります。 

男性職員の育児参加を一層促進するため、引き続き、子の出生時における休暇及び育

児休業制度の周知を図るとともに、「取るぞ育休！目指せイクメン！」キャンペーンを継続的

に展開しながら、子育てのための休暇取得プログラムに基づく面談の実施を徹底してまいり

ます。 

あわせて、会議や研修等の機会をとらえ、各職場に対して、職員が育児休業等を取得

しやすい職場環境づくりを行うよう、徹底してまいります。 

また、新規採用職員などへの働きかけなどにより、男性職員の子育て意識の醸成を

図りながら、育児休業の取得促進について、機会あるごとに、職員に対し周知するな

ど、積極的に対策を講じてまいります。 

 今後も、男性職員の育児休業取得率の目標値である１０％を達成できるよう、様々な

取組を展開してまいります。 
平成２４年度の対応状況等

 
平成２４年４月１日付け人事異動において、部長級職員については、新たに東京事務

所長に女性職員１名を昇任させ、会計管理者（留任）と２名配置するなど、女性職員の

積極的登用と職域の拡大に努めました。 
 また、意欲や能力のある女性職員を民間企業等に派遣し、経営の実態を体験させ、経

営感覚を身につけさせるなど、育成に努めております。 
さらに、「取るぞ育休！目指せイクメン！」キャンペーンを展開し、男性職員の育児

休業の取得を一層推進するため、対象となる男性職員に対して、育児休業の取得を促し

ております。加えて、男性職員の子育てを応援する職場環境を醸成するため、ポスター

の掲示や「子育てイクメンマーク」を活用したりするなど、全庁を挙げて男性の育児休

業取得を推進しております。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １２                                                          福祉部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １ 男女共同参画社会の推進 
   ワークライフバランスの推進の取り組みを強化し、女性はもとより男性にとって

  も仕事と家庭・子育ての両立とキャリア継続があたりまえとなるよう、社会環境の

  整備に努めること。県職員については、管理職に女性職員の積極的な登用と子育て

  期の働き方がキャリアに影響を与えることがないような環境作り、男性職員の育児

  休業取得率等の大幅アップなど、目指す社会の在り方をまずは県庁内で実現するこ

  とに、真剣に取り組むこと。「多様な働き方実践企業」認定制度によって、子育て

  応援の宣言にとどまらず実践する企業の実態を把握し対策を講じる等、より効果の

  高い「ウーマノミクス制度」に結びつけていくこと。子どもの病気というイレギュ

  ラーな事態は、女性のキャリア継続の重要なネックとなることから、看護休暇、看

  護の為のフレキシブルな出勤形態の普及と、病児・病後児保育の普及に向けた県の

  サポートを強化すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  保育所地域子育て支援事業費         
  （病児・病後児保育事業）         １３５，４６４千円 
  病児一時預かり保育室整備事業費        ４，１６０千円 
 
  今後とも必要な保育関係予算の確保に努めるとともに、国にも予算確保を要望して

 まいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  保育所地域子育て支援事業費         
  （病児・病後児保育事業）         １３８，３４９千円 
  病児一時預かり保育室整備事業費        ４，１６０千円 
 
  必要な保育関係予算の確保に努めるとともに、国にも予算確保を要望しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １３                                                        教育局 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 ２ ＤＶの根絶へ向けて  
   ＤＶ対策については、被害者対策の強化と共に、加害者対策にどう取り組むか、

これまでの研究会にとどまらず、より具体的な対策に移行していくための方法を検

討すること。また、学校教育におけるＤＶ対策については、教職員対象の研修や、

資料の配布が、実際にどの程度子どもたちのＤＶ認識と対等な人間関係形成につな

がっているのかの実態把握を行い、必要な対策を講じること。 

平成２５年度の対応状況等

 
人権感覚育成事業 １，１０９千円のうち 

  男女平等教育推進委員会の設置 ４５千円 
  男女平等教育研修会の開催   ９３千円 
 
 学校教育におけるＤＶ対策については、引き続き、男女平等教育を推進する中でＤＶ

防止の意識啓発に取り組みます。 
 また、男女共同参画課と連携し、「デートＤＶ防止啓発ハンドブック」を用いた学校

における研修で、教職員から意見を聞くなどして実態把握に努め、男女平等教育研修会

において情報提供を行います。 

平成２４年度の対応状況等

 
人権感覚育成事業 １，０９７千円のうち 

  男女平等教育推進委員会の設置 ７５千円 
  男女平等教育研修会の開催   ９３千円 
 
 学校教育におけるＤＶ対策については、男女平等教育を推進する中でＤＶ防止の意識

啓発に取り組んでいます。 
平成２４年度は、男女平等教育推進委員会において、平成２３年度まで県立高校等を

対象に配布した「ＤＶ防止教育資料」の指導内容・方法を踏まえ、デートＤＶ防止啓発

ハンドブック」（男女共同参画課）の作成に協力してまいりました。また、教職員を対

象とした研修会を実施し、男女平等教育に関する情報提供を行いました（参加者５４８

名）。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１３                                                          県民生活部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 ２ ＤＶの根絶へ向けて 
   ＤＶ対策については、被害者対策の強化と共に、加害者対策にどう取り組むか、

これまでの研究会にとどまらず、より具体的な対策に移行していくための方法を検

討すること。また、学校教育におけるDV対策については、教職員対象の研修や、資

料の配布が、実際にどの程度子どもたちのDV認識と対等な人間関係形成につながっ

ているのかの実態把握を行い、必要な対策を講じること。 

 
平成２５年度の対応状況等

 
 ドメスティック・バイオレンス総合対策事業費   １１，１２４千円 
 婦人相談センター費               ９３，５７８千円 
 女性（婦人）相談員設置費            ２４，２１０千円 
 
 第３次基本計画に基づき、関係機関・民間団体との連携により被害者支援を進めると

ともに、ＤＶ加害者更生の取組や対応状況に関する調査、男性相談の窓口の設置につい

ても検討してまいります。また、ＤＶ防止のためには若年者に対する啓発が不可欠であ

るため、教職員向け指導資料や大学生向け啓発リーフレットを活用したデートＤＶ防止

講座や講演会により、若年者に対するＤＶの予防啓発に取り組んでまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 ドメスティック・バイオレンス総合対策事業費   １２，９２７千円  
 婦人相談センター費              １００，４２０千円  
 女性（婦人）相談員設置費            ２４，２３７千円  
 
 被害者の保護・自立支援を推進するため、「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援

基本計画（第３次）」を策定しました。 
 これに基づき、関係機関・民間団体との連携により被害者支援を進めています。 
 また、ＤＶ加害者対策研究会や学校教育関係者研修会の実施、デートＤＶ防止のため

の教職員向け指導資料や大学生向け啓発リーフレットの作成により、加害者対策や若年

者ＤＶの予防啓発に取り組みました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １４                                                         教育局 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 ３ 県施設の耐震診断と早急な補強工事の実施を 
   災害時の被害を最小化、緊急・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、優先順位をつけて、早急に補強工事を実

施し、予定している平成２７年度までには全ての施設の補強工事を確実に終了する

こと。 

平成２５年度の対応状況等

 
○ 県立学校・県立社会教育施設 
 県立学校大規模改修費    ２，９４５，９９１千円 
 県立学校体育館整備費      ７７４，８３６千円 
 社会教育施設大規模改修費    ３３４，４３６千円 
 
 県立学校の校舎及び体育館につきましては、平成２２年度で耐震化を完了しました。

 また、社会教育施設につきましては、老朽化した建物の大規模な改修を行うとともに、

埼玉県建築物耐震改修促進計画に基づき、平成２７年度までに耐震化を完了させる予定

です。 

平成２４年度の対応状況等

 
○ 県立学校・県立社会教育施設 
 県立学校大規模改修費    ３，１４７，１６１千円 
 県立学校体育館整備費      ６０６，６６２千円 
 社会教育施設大規模改修費    ５５５，２１５千円 
 
 県立学校の校舎及び体育館につきましては、平成２２年度で耐震化を完了しました。

 社会教育施設につきましては、名栗げんきプラザ、自然の博物館において老朽化した

建物の大規模な改修を行っております。また、埼玉県建築物耐震改修促進計画に基づき、

平成２７年度までに耐震化を完了させる予定です。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１４                              総務部 

要   望   項   目 
 
２ 総務県民生活委員会関係 

３ 県施設の耐震診断と早急な補強工事の実施を 

災害時の被害の 小化、緊急・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、優先順位をつけて、早急に補

強工事を実施し、予定している平成２７年度までには全ての施設の補強工事を

確実に終了すること。 
 
 
 
 
 

平成２５年度の対応状況等  
 

  埼玉県建築物耐震改修促進計画に基づき管財課が実施する本庁舎等の対象施設

の耐震工事は平成２４年度末までに完了します。 
 
 
 

 

 

 
 

平成２４年度の対応状況等  
 

県有施設耐震改修事業費          １１５，０５５千円 
 

災害時に防災上重要な役割を果たす県有施設等については、「埼玉県建築物耐

震改修促進計画」に基づき、防災上重要な建築物等の耐震改修工事を進めており

ます。 

本年度は、建替え又は移転を計画しているものを除き２施設の耐震化を進めて

おります。 

 
  
 
 
 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１４                            都市整備部 

要   望   項   目 
 
２ 総務県民生活委員会関係 
 ３ 県施設の耐震診断と早急な補強工事の実施を 
   耐震基準を下回る県有建築物については、優先順位をつけて、早急に補強
  工事を実施し、予定している平成２７年度までには全ての施設の補強工事を
  確実に終了すること。 

平成２５年度の対応状況等  
 
  公営住宅耐震改修事業費        ３７１，７０８千円 
   

 県営住宅については、埼玉県建築物耐震改修促進計画に基づき、全ての住宅
 の耐震性能を確保するため、耐震補強工事を実施します。 
  
 
 
 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 

 公営住宅耐震改修事業費        ４４０，３８４千円  
  

 県営住宅については、埼玉県建築物耐震改修促進計画に基づき、全ての住宅
の耐震性能を確保するため、耐震設計及び耐震補強工事等を実施しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １５                                                         教育局 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 ４ 自転車事故防止策の充実 
   近年、自転車が関連する交通事故の増加が目立ち、また自転車をよけようとする

バスの急停車による乗客の転倒など、関連する事故の誘発の事例報告もある。よっ

て、自転車の走行エリアを車道及び歩道においても明確にすること、自転車の免許

制度の普及など、自転車の安全利用の為の環境整備及び、交通ルールの厳守・マナ

ー向上に向けた取り組みを一層強化し、自転車が関連する事故の発生率を全国並み

に下げること。 

平成２５年度の対応状況等

 
高校生交通事故防止推進事業      １，４４４千円 
 
引き続き、自転車利用の交通ルールの遵守やマナー向上に取り組むため、高校生自転

車マナーアップ伝達講習会を実施し、高校生の自転車安全利用の促進に努めてまいりま

す。 
県警察本部と連携し、引き続き、スケアードストレイト教育技法による交通安全教室

（※）の実施に取り組んでまいります。 
 
※ スタントマンによる自転車と歩行者及び自動車の仮想交通事故の見学など、学習

 者に「恐れ」を体験させることを取り入れた交通安全教室 

平成２４年度の対応状況等

 
 高校生交通事故防止推進事業      １，４４４千円 
 

自転車利用の交通ルールの遵守やマナー向上に取り組むため、高校生自転車マナーア

ップ伝達講習会を実施し、高校生の自転車安全利用の促進に努めております。 
県警察本部と連携し、スケアードストレイト教育技法による交通安全教室（※）の実

施に取り組みました。 
 
※ スタントマンによる自転車と歩行者及び自動車の仮想交通事故の見学など、学習

 者に「恐れ」を体験させることを取り入れた交通安全教室 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１５                                                        警察本部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 ４ 自転車の事故防止策の充実 
   近年、自転車が関連する交通事故の増加が目立ち、また自転車をよけようとす

るバスの急停止による乗客の転倒など、関連する事故の誘発の事例報告もある。

よって、自転車の走行エリアを車道及び歩道においても明確にすること、自転車

の免許制度の普及など、自転車の安全利用の為の環境整備及び、交通ルールの厳

守・マナー向上に向けた取り組みを一層強化し、自転車が関連する事故の発生率

を全国平均並みに下げること。 

平成２５年度の対応状況等

 

 交通事故防止活動推進経費       ３１，２８１千円 

 自転車運転免許制度推進事費       １，５６４千円 
 交通安全施設等整備費      ２，８７９，９８７千円 

 

  県内の全人身交通事故に占める自転車事故の構成率は全国平均を上回ってお

り、良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策を推進してまいります。 
  自転車と歩行者の安全確保については、自転車の走行エリアを確保するための

普通自転車専用通行帯等について、積極的に交通規制を実施してまいります。 
  自転車安全利用の周知を図るため、子ども・高齢者自転車運転免許制度など年

齢、利用形態に応じた参加、体験型の交通安全教育を一層推進いたします。 

  また、一時不停止、信号無視をはじめとする各種違反を看過せず、自転車警告

カード（レッドカード）等による指導警告活動を推進してまいります。 

  特に、危険性、悪質性の認められる自転車利用者に対しては、道路交通法を適

用した積極的な取締り活動を推進してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 

 交通事故防止活動推進経費       ３４，８２０千円 

 自転車運転免許制度推進事業       １，８２０千円 

 交通安全施設等整備費      ３，２７０，５９４千円 
 
  車道及び歩道上における自転車と歩行者の双方の安全確保については、自転車

 の走行エリアを確保するための普通自転車専用通行帯及び普通自転車の歩道通 

 行部分の指定について、積極的に交通規制を実施してまいりました。 
  自転車安全利用の周知を図るため、子ども・高齢者自転車運転免許制度を実施す 

 るなど年齢、自転車利用形態に応じた参加、体験型の交通安全教育を一層推進いた 

 しました。 

  また、一時不停止、信号無視、携帯電話の使用禁止をはじめとする各種違反を看 

 過せず、街頭での指導警告活動を推進し、危険性、悪質性の認められる自転車利用 

 者に対しては、道路交通法を適用した積極的な取締り活動を推進いたしました。 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 
 №１５                                                      県土整備部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 

４ 自転車の事故防止策の充実 
  近年、自転車が関連する交通事故の増加が目立ち、また自転車をよけようとする

バスの急停止による乗客の転倒など、関連する事故の誘発の事例報告もある。よ

って、自転車の走行エリアを車道及び歩道においても明確にすること、自転車の

免許制度の普及など、自転車の安全利用の為の環境整備及び、交通ルールの厳守・

マナー向上に向けた取り組みを一層強化し、自転車が関連する事故の発生率を全

国平均並みに下げること。 

平成２５年度の対応状況等

  

 自転車と歩行者が輻輳するなど交通安全上対策の必要な箇所につきましては、既存道

路を有効活用して自転車と歩行者、自動車を分離するため工事を推進してまいります。

 

 自転車通行環境整備費           ４０，９６０千円 

 ぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想推進費 

  うち 自転車通行環境整備       １０１，０５８千円 

 まちなか安心自転車レーン推進費     ２５０，０００千円 

 

 

平成２４年度の対応状況等

  

 自転車と歩行者が輻輳するなど交通安全上対策の必要な箇所につきましては、既存道

路を有効活用して自転車と歩行者、自動車を分離するため工事を推進しております。 

 

 自転車通行環境整備費           ５１，２００千円 

 ぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想推進費 

  うち 自転車通行環境整備      １００，０００千円 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １５                                                   県民生活部 

要    望    項    目
 
２ 総務県民生活委員会関係 

 ４ 自転車の事故防止策の充実 

   近年、自転車が関連する交通事故が目立ち、また自転車をよけようとするバスの

急停止による乗客の走行エリアを車道及び歩道においても明確にすること、自転車

の免許制度の普及など、自転車の安全利用の為の環境整備及び、交通ルールの厳

守・マナーの向上に向けた取り組みを一層強化し、自転車が関連する事故の発生率

を全国平均並みに下げること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  県民総ぐるみ交通安全推進事業費        １１，３８４千円 

  交通死亡事故ゼロ大作戦事業費                  ３，４３７千円 

  共助による自転車安全利用の県づくり推進事業費  ７，７９５千円 

  交通安全ボランティア協働事業費              ３，２８９千円 

  自転車交通安全県民意識調査事業費        ５，３２７千円 

  

 

  「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車交通安全教育

や自転車安全利用の啓発活動及び広報活動を強化するなどして自転車の安全な利用

の促進を図ります。 
   

 

平成２４年度の対応状況等

 

 県民総ぐるみ交通安全推進事業費         １８，６８３千円 

  交通死亡事故ゼロ大作戦事業費                   ２，７４９千円 

  共助による自転車安全利用の県づくり推進事業費  １１，３５６千円 

  交通安全ボランティア協働事業費               ２，８５３千円 

     

  「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車交通安全教育

や自転車安全利用の啓発活動及び広報活動を強化するなどして自転車の安全な利用

の促進を図りました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
                  
 № １６                                                       企業局 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 ５ 入札制度改革及び談合防止と公共工事の品質確保について 
    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くかからない業

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。 
    また、分離分割発注を適宜とりいれ、比較的小規模な単位で多くの県内企業が

受注に参画できるようにすること。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

災害協定の有無も重要な評価項目とすること。23年度に実施した制度改定等の効

果が24年度にどうあらわれているのか調査し、低入札価格調査基準価格および最

低制限価格適正化をはかること。 

平成２５年度の対応状況等 
 
 １千万円以上の工事については、一般競争入札を実施して参ります。また、５百万円

以上１千万円未満の工事についても、引き続き緊急を要する工事を除き原則一般競争入

札を実施して参ります。また、指名競争入札や随意契約については、引き続き特定の者

に集中しないよう努めて参ります。 
平成２４年度の対応状況等

 
 一般競争入札については、１千万円以上の工事は全て一般競争入札で実施しました。

また、５百万円以上１千万円未満の工事についても緊急を要する工事等を除き、原則

一般競争入札を実施いたしました。 
 指名競争入札については、「埼玉県企業局建設工事指名業者選定要領」の中で、業者

の選定に当たっては特定の者に偏しないようにすることとしております。このようなこ

とを踏まえ、発注機関では指名競争入札や随意契約の業者選定において、工事の内容、

規模、金額等を勘案しつつ、特定の業者に集中しないよう努めております。 
 分離分割発注については、事業の効率性を考慮して可能な限り実施しているところで

すが、大規模な電気設備工事や機械設備工事等では、施工上工事を分割するのが難しい

ところもあり今後も検討して参ります。 
 総合評価方式については、１億円未満の工事については全て「加算方式」で実施して

おり、地域の貢献度や災害協定の有無は全ての工事の必須評価項目として取り入れてい

ます。なお、平成２４年１月２０日以降公告するＷＴＯ及び総合評価方式による入札で、

失格基準価格や数値的判断基準が設定されダンピング防止が図られております。また、

最低制限価格についても、平成２３年８月１日に改正を行い、その後の平均落札率が上

昇傾向を示しており、ダンピング防止の効果が発揮され、工事の出来映え等も良好で公

共工事の品質確保が図られています。 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１６                                                         県土整備部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 ５ 入札制度改革及び談合防止と公共工事の品質確保について 
   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。指名競争入札では、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。

また、分離分割発注を適宜とりいれ、比較的小規模な単位で多くの県内企業が

受注に参画できるようにすること。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。２３年度に実施した制度改定等の効果が２４

年度にどうあらわれているのか調査し、低入札価格調査基準価格および最低制限

価格適正化をはかること。 

平成２５年度の対応状況等

 
引き続き、適切な施工体制、コスト縮減の要請及び入札における競争性が確保さ

れる範囲内で予算の適正な執行に留意しつつ、分離発注に努めてまいります。 
総合評価方式においては、引き続き、採用基準に基づき「加算方式」の実施に努め

てまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
総合評価方式の「加算方式」の拡大につきましては、３年間の試行結果を踏まえ、

「加算方式」と「除算方式」の各々の特徴を活かした採用基準を定め、平成２１年度

から併用しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １６                                                          総務部 

要    望    項    目

 
２．総務県民生活委員会関係 
 ５ 入札制度改革及び談合防止と公共工事の品質確保について 
   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くかからない業者が

  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。また、分離分

  割発注を適宜とりいれ、比較的小規模な単位で多くの県内企業が受注に参画できる

  ようにすること。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、地域への貢献度や災害協定の有無も重要

  な評価項目とすること。23年度に実施した制度改定等の効果が24年度にどうあらわ

  れているのか調査し、低入札価格調査基準価格および最低制限価格適正化をはかる

  こと。 
平成２５年度の対応状況等

 
１千万円以上の工事については、引き続き、原則全て一般競争入札を実施してまい

ります。また、１千万円未満の一部の工事についても、引き続き、一般競争入札を実

施してまいります。 
指名競争入札や随意契約については、引き続き、特定の者に指名が集中しないよ

う努めてまいります。 
  低入札価格調査制度の調査基準価格及び最低制限価格については、平成２３年８月

 に引き上げた効果を検証しながら今後も適切に対応してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
一般競争入札については、１千万円以上の工事について、原則全て一般競争入札を

実施しております。また、５百万円以上１千万円未満の工事についても緊急を要する

工事などを除き、一般競争入札を実施いたしました。 
 指名競争入札については、「埼玉県建設工事指名業者選定要領」の中で、業者の

選定に当たっては特定の者に偏しないようにすることとしております。 
このようなことを踏まえ、発注機関では指名競争入札や随意契約の業者選定にお

いて、工事の内容、規模、金額等を勘案しつつ、特定の業者に集中しないよう努め

ております。 
最低制限価格制度等については平成２３年８月に改正を行ったところであり、そ

の後の落札状況は、改正前の平均落札率８５％が平成２４年１２月末には８７％に

上昇しております。 
  落札状況や国、他県の動向等の調査を随時行い、今後も適切に対応してまいります。
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 №１６                                                           農林部 

要    望    項    目

 

２ 総務県民生活委員会関係 

５ 入札制度改革及び談合防止と公共工事の品質確保について 
   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。また、

分離分割発注を適宜とりいれ、比較的小規模な単位で多くの県内企業が受注に参

画できるようにすること。 

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、地域への貢献度や災害協定の有無も重要な評価項目と

すること。23年度に実施した制度改定等の効果が24年度にどうあらわれているの

か調査し、低入札価格調査基準価格および最低制限価格適正化をはかること。 

平成２５年度の対応状況等 
 

 一般競争入札につきましては、引き続き原則５００万円以上の工事に適用してま

いります。 

 指名競争入札につきましては、引き続き工事の特性等に応じて登録業者の参加機

会の均等に努めてまいります。また、可能な限り分離分割発注に努めてまいります。

 総合評価方式につきましては、１億円未満の工事について加算方式を適用すると

ともに地域への貢献度や災害協定の有無を考慮します。 

また総合評価方式につきましては、最低制限価格では無く低入札価格調査を導入

しておりまして、同調査を適正に実施してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 

 談合防止と公共工事の品質確保を図るため、５００万円以上の工事は原則一般競

争入札としております。 

 指名競争入札につきましては、工事の特性等に応じて登録業者の参加機会の均等

に努めています。また、可能な限り分離分割発注に努めています。 

 総合評価方式につきましては、１億円未満の工事について加算方式を適用すると

ともに地域への貢献度や災害協定の有無を考慮しました。 

また、低価格入札については低入札価格調査を実施しました。 
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 №１７                                                           企業局 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 

６ 災害対策の強化 
  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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 水道用水供給事業（業務設備整備費）      １４０，３００千円 
         （収益的支出）        ２１４，２００千円 
 
 平成２４年度に策定する浄水場施設の耐震化実施計画に基づき、各浄水場の耐震補

強工事、耐震補強実施設計を行います。 
 
 水道用水供給事業（送水調整池築造事業費）   ２３９，１６８千円 
 
 浄水場が長時間停電するなどして送水ができなくなった場合においても、中継ポン

プ所の先へ送水を可能とする水量を確保することを目的として、中継ポンプ所に送水

調整池（貯水槽）を整備します。 
 
 水道用水供給事業（収益的支出）          ８，０００千円 
  
  水管橋地中部の可とう管の管体診断及び埋設状況等調査を実施します。 

平成２４年度の対応状況等 

 
水道用水供給事業（業務設備整備費）      １８８，９００千円 

 
 平成２３年度に実施した耐震診断の結果を基に、浄水場施設の耐震化実施計画の策

定を行います。策定した耐震化実施計画に基づき、耐震補強事業を迅速に進めるため、

耐震補強実施設計を行います。 
 
 水道用水供給事業（建設準備費）         ４２，３１５千円 
 
 浄水場が長時間停電するなどして送水ができなくなった場合においても、中継ポン

プ所の先へ送水を可能とする水量を確保することを目的として、中継ポンプ所に送水

調整池（貯水槽）を整備します。平成２４年度は実施設計を行います。 
 
 水道用水供給事業（収益的支出）         １３，０００千円 
 
  水管橋地中部の可とう管の管体診断及び埋設状況等調査を実施します。 
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 № １７                                                  危機管理防災部 

要    望    項    目

 

２ 総務県民生活委員会関係 
 ６ 災害対策の強化 
   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。 

平成２５年度の対応状況等

 

 耐震貯水槽、備蓄倉庫については、市町村の整備促進を支援するため、国の補助

金や地方債の活用を働き掛けてまいります。 

 ライフラインの整備強化については、ライフライン事業者に会議や防災訓練などを通

じて、施設の整備や強化の必要性を訴えるとともに、早期の復旧対策についても働き掛

けてまいります。 

 

 

平成２４年度の対応状況等 

 

 耐震貯水槽、備蓄倉庫については、市町村の整備促進を支援するため、国の補助

金や地方債の活用を働き掛けてまいりました。 

 ライフラインの整備強化については、ライフライン事業者との会議や防災訓練での検

証を通じて、施設の整備や強化の必要性を訴えてまいりました。 
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 №１７                                                      都市整備部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 

 ６ 災害対策の強化 

   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。 

 

平成２５年度の対応状況等

 
  県営公園の耐震性貯水槽については、整備計画のある２２公園中２１公園に整備  

 済みです。 

  また、備蓄倉庫については２公園、防災用井戸についても１６公園に設置済みで  

 す。  

  その他の県営公園の防災施設につきましては、先般の震災における教訓などを検  

 証し、防災機能の強化が図れるよう整備を進めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  防災活動拠点となる県営公園のうち、羽生水郷公園及び加須はなさき公園におい 

 て供用面積の拡張を行いました。県営公園の防災施設整備につきましては、所沢航 

 空記念公園において、マンホールトイレやかまどベンチ、自己発電型照明灯などの 

 整備を行いました。 
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 №１７                                                          保健医療部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 

  ６ 災害対策の強化 
    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 

平成２５年度の対応状況等

 
 広域水道計画・上水道等指導費 
  うち、国庫補助水道施設指導事業          ２，００３千円 
 
 水道のライフラインの整備強化については、引き続き国庫補助金制度の創設・拡 
充強化について要望します。 

  また、国庫補助制度を活用していない水道事業者に対しては、積極的に活用する 
よう更新計画の策定等において指導・助言を行います。 

平成２４年度の対応状況等

 
 広域水道計画・上水道等指導費 
  うち、国庫補助水道施設指導事業          ２，００３千円 
 
 国に対し、広域水道事業推進連絡協議会等を通じて、基幹施設等ライフラインの 
更新事業や耐震化事業における国庫補助制度の創設・拡充及び採択基準の緩和を要 
望しました。 
 また、水道事業者に対しては、立入検査時や説明会等において老朽施設の更新計 
画を策定し、計画的に災害に強い水道を構築するよう指導・助言を行いました。 

  その結果、２事業者が老朽管更新事業、２事業者が緊急時用連絡管事業、２事業 
者が重要拠点施設配水管事業、１１事業者が耐震化事業の国庫補助制度を活用して 
施設整備を行いました。 
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 № １８                                                  危機管理防災部 

要    望    項    目

 

２ 総務県民生活委員会関係 
 ７ 災害における連携体制 

東日本大震災の緊急・復興支援では、ボランティアが大きな役割を果たし、被災

地の多くでは社会福祉協議会がその窓口となったが、災害支援を専門とするＮＧ

Ｏ・ＮＰＯ、また集団ボランティアの統率のとれる団体を、支援の際の重要な存在

として位置づけ、より積極的に活用する体制が不備であった。各団体がもつ専門性、

機動力、統率力などを把握し、ネットワーク化をはかると共に、対策本部の中にそ

れらの代表を加える体制を整えること。 

平成２５年度の対応状況等

 

 震災対策推進費                   ７，８７１千円 

 

 埼玉県災害ボランティア連絡会議を設置し、県、県社会福祉協議会、日本赤十字

社埼玉県支部、ＮＰＯ、災害ボランティアが意見交換を行い、大規模災害発生時に

災害ボランティアが最大限活動できる環境を整備します。 

 

 ＮＧＯジャパンプラットフォームとの災害時における協力について、更に調整を行い

協力関係の構築を進めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等 

 

 震災対策推進費                     ５，０６９千円 
 
 埼玉県災害ボランティア連絡会議を設置し、県、県社会福祉協議会、日本赤十字社埼

玉県支部、ＮＰＯが意見交換を行い、大規模災害発生時に災害ボランティアが最大限活

動できる環境を整備しました。 

 

県の災害対策本部の構成員については、災害対策基本法では県の職員とされてい

ることから、ボランティア団体の代表を加えることはできませんが、東日本大震災の経

験から災害支援を専門とするＮＧＯ・ＮＰＯの存在は重要であると認識しています。 

そこで、災害支援を行うＮＧＯジャパンプラットフォームと話合いを行い、協力関係

構築に着手しました。 
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 №１８                                                           福祉部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 ７ 災害における連携体制 
   東日本大震災緊急・復興支援では、ボランティアが大きな役割を果たし、被災地

  の多くでは社会福祉協議会がその窓口となったが、災害支援を専門とするNGO・NPO、

  また集団ボランティアの統率のとれる団体を、支援の際の重要な存在として位置づ

  け、より積極的に活用する体制が不備であった。各団体がもつ専門性、機動力、統

  率力などを把握し、ネットワーク化をはかると共に、対策本部の中にそれらの代表

  を加える体制を整えること。 

  
平成２５年度の対応状況等

 
 福祉ボランティア活動支援事業費        ２０，７７２千円 

 
 災害時における災害ボランティアセンターの迅速な立上と円滑な運営を図るため、

埼玉県社会福祉協議会が実施する立上訓練等に要する費用を助成します。 
 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 福祉ボランティア活動支援事業費        ２４，９３８千円 

 
 災害時における災害ボランティアセンターの迅速な立上と円滑な運営を図るため、

埼玉県社会福祉協議会が実施する立上訓練等に要する費用を助成しました。 
 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
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№１９                          危機管理防災部 

要   望   項   目 
 
２ 総務県民生活委員会関係 

 ８ 災害に強い地域自主防災組織の結成  
   東日本大震災で助かった命の多くは、自助・共助によるものであり、地域

  のつながりの重要性が改めて確認されている。町会や自治会単位の自主防災

  組織がつくられているが、その加入率、特に若い世代の参加率が極めて低い

  現状がある。各地での結成及び参加を促すと共に、いざという時に適切な共

  助体制を組めるより実践的な訓練を推進すること。 
平成２５年度の対応状況等  

 

  自主防災組織資機材整備・活動支援事業費補助   １０，０００千円 
 
震災対策推進費 

  うち 自主防災組織の育成・強化         ５，６３０千円 

 

 自主防災組織の育成強化を図るため、自主防災組織の資機材整備や災害図上訓

練にかかる費用に対し補助を行います。 
  自主防災組織のリーダーを養成するため、「自主防災組織リーダー養成講座」

を行い、救出・救護・搬送訓練や、あらかじめ被害を想定した災害図上訓練を実

施します。 
 また、災害時、円滑な活動に結び付く災害図上訓練を重点的に実施します。 

  さらに、市町村と連携し、自治会等を対象に自治会総会や県政出前講座、地震

対策セミナー、さらにはインターネットなどを通じて、自主防災組織の必要性を

説明し、結成と参加を働き掛けていきます。  
平成２４年度の対応状況等  

 

  自主防災組織資機材整備・活動費補助       １４，０００千円 
 
震災対策推進費 

  うち 自主防災組織の育成            ２，７７６千円 

 

  自主防災組織の育成を図るため、資機材整備にかかる費用や活動費の補助を行

いました。 

  自主防災組織のリーダーを養成するため、「自主防災組織リーダー養成講座」

を行い、救出・救護・搬送訓練や、あらかじめ被害を想定した災害図上訓練を実

施しました。 
 また、ふじみ野市、宮代町で自主防災組織や企業等を対象とした災害図上訓練

を実施しました。 

  さらに、市町村と連携し自治会等を対象に自治会総会や県政出前講座、インタ

ーネットなどを通じて、自主防災組織の必要性を説明し、結成を働き掛けました。
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№ ２０                                                           総務部 

要    望    項    目

 
 ２ 総務県民生活委員会関係 
  ９ 未利用県有地・県施設の有効活用について 
    未利用県有地を積極的に活用すること。県事業・県有施設の廃止による、土地・

   施設の売却にあたっては、国有財産法にならい譲与の年数を定めることをやめ、

   県事業実施の為に市町村から土地等の寄付を受けたものについてはその経緯を

   踏まえた対応を行うことによって、県民サービスの向上と未利用地となっている

   県有地・県有施設の有効活用をはかること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  引き続き、未利用県有地の有効活用に努めてまいります。 
  また、市町村から寄附を受けた土地が未利用となった場合は、寄附後２０年を経過

したものであっても、その５割を無償とし売却することにより、市町村による有効活

用を円滑に進めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  未利用県有地の有効活用に努めております。 
 また、市町村から寄附を受けた土地が未利用となった場合は、寄附後２０年を経過

したものであっても、その５割を無償とし売却することにより、市町村による有効活

用を円滑に進めています。 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№２１                            企画財政部 

要   望   項   目 
 
２ 総務県民生活委員会関係 

 １０ 県民サービス提供の公平性確保について 
  公共施設の配置及び、様々な県民サービスの提供（例えば研修や相談業務他）

においては、交通等の利便性の考慮は必要であるが、設置・提供する場所の

自治体間格差をなくすことに最大限配慮すること。その前提として、施設及

び県事業の実施場所とその利用者の居住地の実態調査を行い、県民の県行政

サービスへのアクセスに極端な偏りがないかを把握し、対策を講じること。

 
平成２５年度の対応状況等  

 
 公共施設（地域機関）の配置や再編にあたっては、引き続き交通等の利便性を

考慮するとともに、県民の県行政サービスへのアクセスに極端な偏りがないかを

把握しながら決定してまいります。 
 
 

 

 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
 平成２４年４月１日付け組織・定数改正において、浦和県税事務所と大宮県税

事務所を統合しさいたま県税事務所を設置した。 
 
 この再編に当たっては、浦和県税事務所があった場所をさいたま県税事務所と

するとともに、交通の利便性の高い大宮県税事務所があった場所には自動車税事

務所を移転した。  
  
 また、大宮県税事務所の廃止に伴い、自動車税事務所が引き続き県税収納や各

種申告の受付等を実施することとし、従来どおりの県民サービスの実施を可能と

した。 
 
 公共施設（地域機関）の再編にあたって、交通等の利便性を考慮するとともに、

県民の県行政サービスへのアクセスを十分に考慮した。 
 

 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ２２                                                         教育局 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １１ グローバル人材育成 
    グローバル人材育成の取り組みについては、奨学金制度はもとより、説明会や

交流会の開催、グローバル人材埼玉ネットワーク等、県の取り組みが多くの若者

に認知され、興味を引き起こすよう、公立・私立高校・大学と生徒・学生への周

知、テレビや新聞、県のＨＰ他多様な媒体を積極的に活用したＰＲ活動にさらに

取り組むこと。また海外の一流大学の授業に参加するチャンスは極めて貴重であ

ることから、機会（枠）の拡大を図ること。 
平成２５年度の対応状況等

 
 世界を目指す「志」育成事業         ３６，００２千円 
 多言語コミュニケーション能力強化事業    ２３，２５７千円 
  
 世界を目指す「志」育成事業では、世界を視野に入れた高い「志」の育成を目的とし

て、高校生の海外派遣、教員の海外派遣、海外を意識させる講演・討論会を実施してお

ります。 
 また、多言語コミュニケーション能力強化事業では、高校生の留学先が、英語圏だけ

でなく多様化している現状を踏まえ、英語以外の語学力の養成を一層強化する必要があ

り、高校から第二外国語教育を充実させ、語学の多様性を通して異文化とのコミュニケ

ーション能力の強化を図ります。 
 これらの事業により、高校生の段階からグローバル人材としての基盤の育成に努めて

まいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 世界を目指す「志」育成事業            ３２，４５２千円 
 グローカル・ハイスクール・プロジェクト推進事業  ２５，６０９千円 
 ※グローカル…地球規模の視野と地域の視点をあわせもつという意味 
 
 世界を目指す「志」育成事業では、世界を視野に入れた高い「志」の育成を目的とし

て、高校生の海外派遣、教員の海外派遣、海外を意識させる講演・討論会を実施してお

ります。 
 また、グローカル・ハイスクール・プロジェクト推進事業では、指定校５校において、

グローバル人材育成の観点から新たなカリキュラムを研究、作成し、次世代人材の育成

を図っております。 
 これらの事業により、高校生の段階からグローバル人材としての基盤の育成に努めて

いるところでございます。 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ２２                                                     県民生活部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １１ グローバル人材育成 
    グローバル人材育成の取り組みについては、奨学金制度はもとより、説明会や

   交流会の開催、グローバル人材埼玉ネットワーク等、県の取り組みが多くの若者

   に認知され興味を引き起こすよう、公立・私立高校・大学と生徒・学生への周知、

   テレビや新聞、県のＨＰ他多様な媒体を積極的に活用したＰＲ活動にさらに取り

   組むこと。また海外の一流大学の授業に参加するチャンスは極めて貴重であるこ

   とから、機会(枠)の拡大を図ること。 
平成２５年度の対応状況等 

 
 「埼玉発世界行き」奨学金支給事業費    ９７，９０２千円 
 
 経済社会のグローバル化に対応できる、国際的な視野を持った人材を育成するため、

奨学金を支給し、留学を経済的側面から支援します。大学説明会、海外留学フェアなど

を通じて奨学金制度をＰＲするとともに、彩の国だよりや県ＨＰ、グローバル人材埼玉

ネットワークのメールマガジン等を積極的に活用しＰＲ活動に取り組みます。 
 また、海外の一流大学の授業に参加する機会は貴重であるため、奨学金制度を通じ多

くの奨学生を決定できるよう努めてまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等 
 
 「埼玉発世界行き」奨学金支給事業費     ８９，６９０千円 
 
 経済社会のグローバル化に対応できる、国際的な視野を持った人材を育成するため、

奨学金を支給し、留学を経済的側面から支援します。（留学生数 ２８７人） 
 大学説明会、海外留学フェアなどを通じて奨学金制度をＰＲするとともに、彩の国だ

よりや県ＨＰ、グローバル人材埼玉ネットワークのメールマガジン等を積極的に活用し

ＰＲ活動に取り組みます。 
  

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ２３                                                         教育局 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １２ 子ども条例の制定 
    近年、児童虐待やいじめの問題が深刻化し、子どもの尊厳が損なわれ、健やか

な成長を阻害する事象が相次いでおり、抜本的な対策が急務である。本来全ての

子どもは、自らの可能性を最大限に発揮する権利を持ち、ひとりひとりの子ども

の健やかな成長を実現するのは社会の責任であることから、子どもの人権を尊重

し社会全体で子どもを育む埼玉県にむけた条例を制定すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
引き続き「埼玉県人権施策推進指針」や「埼玉県人権教育実施方針」（※埼玉県人権

教育推進プランから名称変更）に基づき、子供の人権を尊重し、社会全体で子供を育む

取組を進めてまいります。 
また、「埼玉県子どもの権利擁護委員会条例」に基づき設置されている「子どもの権

利の侵害に関する救済機関」の活用も行なってまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

  
県では、お互いの人権を尊重しながら共に生きる社会の実現を目指して「埼玉県人権

施策推進指針」を策定しています。 
 この指針では、子供を「基本的人権が保障された存在、権利を行使する主体である」

と認識し、子供の人権を尊重する社会づくりを推進することを掲げています。教育局で

は、この指針を基に「埼玉県人権教育推進プラン」を策定（平成２４年度中に改定）し、

児童虐待、いじめの問題等の深刻な子供の権利侵害に対して、福祉、保健、教育、警察

等の関係機関が、家庭や地域社会と連携し、子供の権利が尊重され、守られるような環

境作りを進めています。 
また、「埼玉県子どもの権利擁護委員会条例」に基づき設置されている「子どもの権

利の侵害に関する救済機関」の活用も行なっております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ２３                                                        福祉部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １２ 子ども条例の制定 
    近年、児童虐待やいじめの問題が深刻化し、子どもの尊厳が損なわれ、健やか

な成長を阻害する事象が相次いでおり、抜本的な対策が急務である。本来全ての

子どもは、自らの可能性を最大限に発揮する権利をもち、ひとりひとりの子ども

の健やかな成長を実現するのは社会の責任であることから、子どもの人権を尊重

し社会全体で子どもを育む埼玉県にむけた条例を制定すること。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
 子供の権利擁護事業費             ４，２６８千円 

 
 児童虐待やいじめ等、子供の権利を侵害する行為に対処するため、条例に基づく子

どもの権利擁護委員会を運営し、権利救済活動を行います。 
 
 また、本県では、平成２６年度までの５か年計画である「埼玉県子育て応援行動計

画（後期計画）」を策定しています。当該計画に基づき、子育て支援や児童虐待防止、

働き方の見直しなどの施策に総合的に取り組みます。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 子供の権利擁護事業費             ４，２６８千円 

 
 児童虐待やいじめ等、子供の権利を侵害する行為に対処するため、条例に基づく子

どもの権利擁護委員会を運営し、権利救済活動を行いました。 
 
 また、本県では、平成２６年度までの５か年計画である「埼玉県子育て応援行動計

画（後期計画）」を策定しています。当該計画に基づき、子育て支援や児童虐待防止、

働き方の見直しなどの施策に総合的に取り組みました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ２４                                                         教育局 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １３ ネット犯罪対策の強化 
    インターネットによるいじめやトラブルから子供たちを守るためのネットパト

ロールやフィルタリング対策の強化をはかること。また、他人のＰＣを利用した

犯罪予告を行う事件が多発し犯人の特定が困難で、社会不安が広がっている。卑

劣な犯罪を許さない断固たる姿勢で対策にとりくむこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
 インターネットの危険性から子供を守る総合推進事業  ９，９８０千円 
 
 県立学校を対象としたネット監視や県立学校と保護者を対象とした研修の実施等

の学校支援を行うとともに、サイト運営会社等との連携の強化を図るための情報交換

を行うことで、インターネットの危険性から子供を守る取組を進めてまいります。

平成２４年度の対応状況等

 
有害情報等から子どもを守るための学校支援推進事業 １１，２７４千円 
 
「ネットマナー研究推進校」を指定し、有害情報等から子どもを守る実践研究の成果

を県内に普及することにより、各学校等で主体的にインターネット上の監視活動を行う

など、有害サイトから児童生徒を守る取組を進めております。 
さらに、保護者自身が問題のある書き込みを削除し、子どもを有害情報等から守るこ

とができるよう、保護者向けの実践研修会を実施するなど、ネットいじめ等の防止に向

けた保護者啓発の充実に努めております。 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ２４                                                        警察本部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １３ ネット犯罪対策の強化 
    インターネットによるいじめやトラブルから子供たちを守るためのネットパ

   トロールやフィルタリング対策の強化をはかること。また、他人のＰＣを利用

   した犯罪予告を行う事件が多発し犯人の特定が困難で、社会不安が広がってい

   る。卑劣な犯罪を許さない断固たる姿勢で対策にとりくむこと。 
 

平成２５年度の対応状況等

  

  ネット犯罪対策の強化のため、 

 ○ 小、中、高校の生徒等を対象としたインターネットの危険性やネットいじめ防  

  止等の広報啓発活動 

 ○ 携帯電話事業者に対する指導によるフィルタリングの普及促進 

 ○ インターネット上における殺人予告や爆破予告などの書き込みを認知した場合 

  は、速やかに必要な照会や証拠保全措置を実施し、積極的な事件化 

 ○ サイバー犯罪に対しては 

  ・ 遠隔操作等第三者による犯行の可能性を想定した捜査 

  ・ 犯人の特定について、通信記録のほか各種の客観証拠の収集、犯人の行動、

   動機の解明等の裏付け捜査 

  ・ 被疑者等の供述の吟味 

 を徹底した適正且つ慎重な捜査を推進します。 

 
平成２４年度の対応状況等

 

  ネット犯罪対策の強化のため 

 ○ インターネットの危険性やネットいじめ防止等の広報啓発のため、小・中・高  

  校の生徒・教職員・保護者や地域住民等約49,126 人を対象にサイバー犯罪対策講 

  演 132 回（平成 24 年 12 月末現在）を実施しました。 

 ○ ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイルなど携帯電話販売事業者に対し、フィル 

  タリング普及促進のための要請 

 ○ インターネット上における殺人予告や爆破予告などの犯罪予告事案を２件検挙 

  しました。（平成24年12月末現在） 

 ○ サイバー犯罪に対しては 

  ・ 遠隔操作等第三者による犯行の可能性を想定した捜査 

  ・ 犯人の特定について、通信記録のほか各種の客観証拠の収集、犯人の行動、

   動機の解明等の裏付け捜査 

  ・ 被疑者等の供述の吟味 

 を徹底した適正且つ慎重な捜査を実施しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ２４                                                        県民生活部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 

 13 ネット犯罪の対策の強化 

   インターネットによるいじめやトラブルから子供たちを守るためのネットパトロ

   ールやフィルタリング対策の強化をはかること。また、他人のＰＣを利用した犯

   罪予告を行う事件が多発し犯人の特定が困難で、社会不安が広がっている。卑劣

   な犯罪を許さない断固たる姿勢で対策にとりくむこと。 
 

平成２５年度の対応状況等 
 
 青少年健全育成条例等施行費           ５，９２２千円 

 青少年育成県民運動事業費           ４，９２４千円 

 青少年非行防止対策推進費            ３，５３４千円 

 子どものための安全・安心な環境づくり事業費  ３，０９６千円 

    

 

 青少年健全育成条例に基づくインターネットカフェ等への立入調査やインターネット

対策のためのキャンペーン等を実施するとともに、携帯電話の安全利用等について保護

者に対する啓発を行うなど、青少年を有害情報から守るための取組を推進してまいりま

す。 

 

平成２４年度の対応状況等

 
 青少年健全育成条例等施行費           ６，５０８千円 

 青少年育成県民運動事業費           ５，６４２千円 

 青少年非行防止対策推進費            ３，８５５千円 

 子どものための安全・安心な環境づくり事業費  ３，４７２千円 

 
 青少年健全育成条例に基づくインターネットカフェ等への立入調査やインターネット

対策のためのキャンペーン等を実施するとともに、携帯電話の安全利用等について保護

者に対する啓発を行うなど、青少年を有害情報から守るための取組を推進しています。

 

 



        民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ２５                             企画財政部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １４ 公益法人改革 

 新公益法人制度のもと、一般法人と公益法人への移行期間の５年が迫る中、そ

の対応に苦慮する団体へのサポートと共に、これまで県の審査に相当の時間を有

している現状から、県の対応によって５年の期限を過ぎてしまうことがないよう

取り組むこと。また県出資法人への県職員の派遣については、今一度見直すこと。

 

平成２５年度の対応状況等

 

指定出資法人への県職員の派遣については、法人の自主・自立を促すため、 

その必要性を十分に精査し、真に必要な職への派遣に努めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 

 指定出資法人への県職員の派遣を１３０人（平成２３年４月１日現在）から１２４人

（平成２４年４月１日現在）へ６人（４．６％）削減しました。 

 



        民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ２５                               総務部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １４ 公益法人改革 
   新公益法人制度のもと、一般法人と公益法人への移行期間の５年が迫る中、そ

  の対応に苦慮する団体へのサポートと共に、これまで県の審査に相当の時間を有

  している現状から、県の対応によって５年の期限を過ぎてしまうことがないよう

  取り組むこと。また県出資法人への県職員の派遣については、今一度見直すこと。

平成２５年度の対応状況等

 

 法規審査及び法規事務費              １０，４８２千円 
 
  各法人は、移行期間（５年）内に移行のための申請書を提出することとされています。

移行期間を過ぎても移行のための申請がなされない場合にはその法人は解散とみなされ

ますが、移行期間内に申請がなされれば、移行期間後も継続して審査に当たることにな

ります。 

 このため、一般法人又は公益法人のいずれに移行する場合にも、移行期間内に申請書

を提出することが重要となっております。 

 現在、この点について、各法人に周知を図っておりますが、今後、一層周知徹底す

るとともに、より迅速な審査と各法人に対する情報提供などを心がけてまいります。

 
 

平成２４年度の対応状況等

 

 法規審査及び法規事務費              １０，９３１千円 
 
  所管課と連携して各法人に対し、早期の移行申請書の提出について周知を図るとともに、

埼玉県公益法人認定等審議会を適時適切に開催しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ２６                                                       県民生活部 

要    望    項    目

 
２ 総務県民生活委員会関係 
 １５ ＮＰＯ基金 
    日本一のＮＰＯ立県をめざし、埼玉県で様々なＮＰＯ支援策と共にＮＰＯと行

政の協働による政策課題の効果的な実施、国の制度充実に先駆けた寄附文化構築

のための寄附制度の導入などを行ってきた。これらの取組をさらに発展させ、切

実な思いをもつ「民」の活力を最大限発揮できる環境整備、制度の充実に努める

こと。 
平成２５年度の対応状況等

 
 ＮＰＯ基金費             １９，７７６千円 

ＮＰＯによる共助社会づくり推進事業費 ４４，４０５千円 
 ＮＰＯ元気なまちづくり助成事業費    ８，２６８千円 
 共助モデル推進事業費          ３，５９５千円 
 
 ＮＰＯ基金に対する寄附金と基金の運用益を積み立てるとともに、ＮＰＯ基金の広報

活動を行います。 
 また、充実した国の認定・仮認定制度を活用して、地域の中核として活動するＮＰＯ

の育成や、ＮＰＯ基金への寄附金等を活用した各種の助成事業を実施します。 

 

平成２４年度の対応状況等

 

ＮＰＯ活動促進助成事業費       ４６，２２３千円 

 ＮＰＯ元気なまちづくり助成事業費   １０，３１８千円 
 共助モデル推進事業費          ８，６８２千円 

  

 
 ＮＰＯ基金への寄附金等を活用した各種の助成事業を実施しました。 

 

 

 



     民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ２７                                環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 １ ダイオキシン規制 
   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。 
 
 

平成２５年度の対応状況等

 
産業廃棄物排出事業者指導費          １８，１５８千円 
廃棄物処理施設整備指導費               ６６８千円 

 
  使用を廃止した事業者の廃棄物焼却施設については、破損等により生活環境に支障を

及ぼしていないか監視を行い、万一、倒壊等の危険がある場合には、早急に撤去するよ

う要請します。 

 
 焼却施設を解体する市町村（一部事務組合）に対して、国の交付金及び解体工事に関

する技術的支援を行います。 
 市町村職員を対象とした研修会等で、国の交付金制度等の財政措置について改めて周

知するとともに、未解体焼却施設を保有する市町村に対して助言を行います。 

平成２４年度の対応状況等

 
 産業廃棄物排出事業者指導費          １９，０６７千円 
 廃棄物処理施設整備指導費               ７４２千円 
 
  使用を廃止した事業者の廃棄物焼却施設については、破損等により生活環境に支障を

及ぼしていないか監視を行いました。 

 
 ふじみ野市大井清掃センターの焼却施設解体計画を有するふじみ野市に対し、技術的

支援を行っています。 

 



 

 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ２８                               環境部 

要    望    項    目

３ 環境農林委員会関係 
 ２ 産業廃棄物の撤去対策 

   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、引き続き

  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。 

平成２５年度の対応状況等

  廃棄物の山の撤去・環境保全対策費      ３３，８５４千円 
 
  廃棄物の山の撤去は、本来、山を築いた原因者である行為者、排出事業者、土地

 所有者の責任において行うべきものです。県では、引き続き、行為者等に対する撤

 去指導、排出事業者の調査、土地所有者からの事情聴取など、あらゆる角度からの

 指導を行っていきます。今後も、「捨て得は絶対に許さない」という方針のもと、

 関係者に対する撤去指導をねばり強く続けます。 
  一方、生活環境保全上の支障又は支障のおそれがあり、放置できないと判断した

 ものについては、行為者等に対して措置命令を発出し、履行されない場合は、やむ

 を得ない緊急的な対応として、「さいたま環境整備事業推進積立金（通称：けやき

 積立金）」を活用して撤去することも視野に入れて対応します。 

平成２４年度の対応状況等

  廃棄物の山の撤去・環境保全対策費      ３４，６６２千円 
 
  廃棄物の山の撤去は、本来、山を築いた原因者である行為者、排出事業者、土地

 所有者の責任において行うべきものです。県では、現在、行為者等に対する撤去指

 導、排出事業者の調査、土地所有者からの事情聴取など、あらゆる角度からの指導

 を行っています。 
  また、撤去・環境保全対策としては、行為者、排出事業者及び土地所有者に対し

 て撤去指導を行い、３，０００㎥以上の産業廃棄物の山（平成２３年度末現在で 
 ７５か所）について、行為者等への指導により２３か所で撤去が進んでいます。 

 



     民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ２９                                環境部 

要    望    項    目

 

３ 環境農林委員会関係 

 ３ 不法投棄の防止 

   不法投棄に対する取り締まりを強化すること。また、県が行っている「産業廃棄

物不法投棄１１０番」の周知を強化すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
廃棄物不法投棄特別監視対策費      ３６，０８１千円 

 

取り締まりの強化として、職員及び警察ＯＢ職員による監視パトロールや監視カ

メラによる監視のほか、民間委託による監視パトロールの実施、家屋解体現場等の

排出事業者への立入指導、産業廃棄物不法投棄１１０番の運用、民間との不法投棄

通報協定の締結、市町村職員の県職員併任制度による産業廃棄物処理施設への立入

権限の付与等により、不法投棄等への未然防止、早期発見、早期対応を図り、不法

投棄に対する取り締まりの強化を進めます。 

「産業廃棄物不法投棄１１０番」については、チラシ、ポスター、ステッカーの

配布や新聞の特集記事、県・市町村の広報誌で情報提供を呼びかけます。また各種

研修・講演等の機会においても参加者に対して「産業廃棄物不法投棄１１０番」の

説明を行ってまいります。 

さらに１０月から１２月までを「不法投棄防止強化期間」とし、「産業廃棄物不法投

棄１１０番」の周知を行います。 

平成２４年度の対応状況等 
 

廃棄物不法投棄特別監視対策費      ３８，９６１千円 

 

取り締まりの強化として、職員及び警察ＯＢ職員による監視パトロールや監視カ

メラによる監視のほか、民間委託による監視パトロールの実施、家屋解体現場等の

排出事業者への立入指導、産業廃棄物不法投棄１１０番の運用、民間との不法投棄

通報協定の締結、市町村職員の県職員併任制度による産業廃棄物処理施設への立入

権限の付与等により、不法投棄等への未然防止、早期発見、早期対応を図ってまい

りました。 

「産業廃棄物不法投棄１１０番」については、チラシ、ポスター、ステッカーの

配布や新聞の特集記事、県・市町村の広報誌で情報提供を呼びかけました。また各

種研修・講演等の機会においても参加者に対して「産業廃棄物不法投棄１１０番」

の説明を行ってまいりました。 

さらに１０月から１２月までを「不法投棄防止強化期間」とし、「産業廃棄物不法投

棄１１０番」の周知を行いました。 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
   
 №３０                                                            環境部 

要    望    項    目

 

３ 環境農林委員会関係 

４ 京都議定書の実効性向上 

 ストップ温暖化・埼玉ナビゲーションに掲げる施策を着実に推進するために、

引き続き市町村、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。 

平成２５年度の対応状況等 
 
低炭素型ライフスタイル推進事業費            ４，６４９千円 

 地球にいいことグリーンチャレンジ事業費        １１，１００千円 

 環境学習推進事業費                   ４，４１１千円 

 家庭電気・ガスダイエット事業費            ４，９１３千円 

ストップ温暖化・埼玉ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ２０５０推進事業費   ４，１６３千円 
 埼玉版ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ推進・事業者支援事業費    １８５，０００千円 
 温暖化対策計画・排出量取引制度推進事業費     ５３，５８９千円 
 
 

地球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止活動推進員と連携し、夏・冬のラ

イフスタイルキャンペーン、一日版環境家計簿によるエコライフＤＡＹなどの普及啓発

活動を通じ、県民や事業者の協力を得ながら、引き続き環境にやさしいライフスタイル

が県民に定着する取組を進めてまいります。 

 環境問題について専門的な知識や経験をもつ「環境アドバイザー」「環境教育アシス

タント」や「環境学習応援隊」の企業を学校に派遣するなど、教育局とも連携しながら、

総合的な学習の時間などにおける環境教育の充実を図ってまいります。 

 また、産業部門では、大規模事業所を対象とする目標設定型排出量取引制度を円滑

に運用することにより、ＣＯ２の確実な削減を図ります。 

 



 
平成２４年度の対応状況等

 

炭素型ライフスタイル推進事業費              ７，７３５千円 

 地球にいいことグリーンチャレンジ事業費        １８，４２５千円 

 環境学習推進事業費                   ４，０７９千円 

 ストップ温暖化・埼玉ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ２０５０推進事業費   ４，５２２千円 
 埼玉版ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ推進・事業者支援事業費    １８５，０００千円 
 地球温暖化対策事業者計画制度推進費        ２３，０８０千円 
 目標設定型排出量取引制度推進事業費        ４１，６９７千円 
 クレジット創出・中小事業者支援事業費        ８，３３０千円 
 

地球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止活動推進員と連携し、夏・冬のラ

イフスタイルキャンペーン、一日版環境家計簿によるエコライフＤＡＹなどの普及啓発

活動を通じ、県民や事業者の協力を得ながら、環境にやさしいライフスタイルが県民に

定着する取組を進めました。 

 環境問題について専門的な知識や経験をもつ「環境アドバイザー」「環境教育アシ

スタント」や「環境学習応援隊」の企業を学校に派遣するなど、教育局とも連携しな

がら、総合的な学習の時間などにおける環境教育の充実を図りました。 

 また、産業部門では、目標設定型排出量取引制度の円滑な運用等を図りました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ３０                                                         教育局 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ４ 京都議定書の実効性向上  
     ストップ温暖化・埼玉ナビゲーションに掲げる施策を着実に推進するために、引

き続き市町村、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。 

平成２５年度の対応状況等

 
みどりの再生に取り組む県立高校パワーアップ事業 ６，２７３千円 

 

埼玉県環境学習実践指針に基づき、環境先進県を目指し、子供たちの環境を守ろうと

する心と態度を育成するため、学校教育における環境教育の充実を図ってまいります。

具体的には、市町村小中学校の環境教育担当教諭及び市町村担当指導主事を対象とし

た、地区別環境教育研究協議会を開催し、各学校や市町村での取組の発表や協議を行う

ことで、環境教育の推進に努めてまいります。 

また、教育事務所教育指導担当者会議や市町村教育委員会指導事務主管課長会議等

を通して、各学校での環境教育の推進について全教育活動を通じて取り組むよう指

導・助言してまいります。 

高等学校では、彩の国みどりの基金を活用した「みどりの再生に取り組む県立高校パ

ワーアップ事業」推進校を拡大し、健全な森づくりを体験的に学ぶ機会の充実を図り、

体験を重視した環境教育の推進を図ってまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
みどりの再生に取り組む県立高校パワーアップ事業 ６，５５８千円 

 
 埼玉県環境学習実践指針に基づき、環境先進県を目指し、子供たちの環境を守ろうと

する心と態度を育成するため、学校教育における環境教育の充実を図っております。 

具体的には、市町村小中学校の環境教育担当教諭及び市町村担当指導主事を対象とし

た地区別環境教育研究協議会を開催し、各学校や市町村での取組の発表や協議を行うこ

とで、環境教育の推進に努めております。 

また、教育事務所教育指導担当者会議や市町村教育委員会指導事務主管課長会議等を

通して、各学校での環境教育の推進について全教育活動を通じて取り組むよう指導・助

言しております。 

高等学校では、彩の国みどりの基金を活用した「みどりの再生に取り組む県立高校パ

ワーアップ事業」推進校を拡大するとともに、体験を重視した環境教育の推進を図って

おります。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ３１                                                           環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 

５ 地球環境負荷の低減 
   県民誰もが取り組める環境負荷低減対策（例えば、エコライフデイ埼玉などの取

り組みを周知徹底するなど）を検討し、実施すること。また県や市町村の所有する

公共施設（庁舎、ホール、公民館など）、小中学校にソーラーパネルや小型の風力

発電を設置すること 

平成２５年度の対応状況等

 
低炭素型ライフスタイル推進事業費           ４，６４９千円 
地球にいいことグリーンチャレンジ事業費       １１，１００千円 
電力自活住宅等普及拡大事業費         ３７５，０４９千円 

 
地球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止活動推進員と連携し、夏・冬のラ

イフスタイルキャンペーン、一日版環境家計簿によるエコライフＤＡＹなどの普及啓発

活動を通じ、県民や事業者の協力を得ながら、引き続き環境にやさしいライフスタイル

が県民に定着する取組を進めてまいります。 
太陽光発電の普及拡大を図るため、電力自活住宅等普及促進事業補助に加え、多くの

県民が寄付などを通じて太陽光発電の導入に参加する市民共同太陽光発電事業を支援し

てまいります。 
ソーラーメーカー、ハウスメーカー、金融機関、行政等が連携した埼玉県ソーラー拡

大協議会を開催し、太陽光発電の更なる普及拡大に向けた取組を推進します。 
県有施設の屋根を太陽光発電事業者に貸し出す事業を市町村に対する働きがけを行うこ

とにより全県に広げ、太陽光発電の更なる普及拡大に努めます。 
地域密着型価格低減等モデル事業を全県に展開するための取り組みを進めます。 



平成２４年度の対応状況等

 

炭素型ライフスタイル推進事業費             ７，７３５千円 

 地球にいいこと学習推進事業費            １８，４２５千円 

 電力自活住宅等普及拡大事業費          ８３３，６６３千円 

 

地球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止活動推進員と連携し、夏・冬のラ

イフスタイルキャンペーン、一日版環境家計簿によるエコライフＤＡＹなどの普及啓発

活動を通じ、県民や事業者の協力を得ながら、環境にやさしいライフスタイルが県民に

定着する取組を進めました。 

また、太陽光発電による創エネとＬＥＤへの交換等による省エネ対策により、電力の

自活を目指す電力自活住宅等普及促進事業及び市民共同太陽光発電事業に対する支援

を行いました。 

地元の工務店や電気店が参画する商工会などが、メーカー等に対する一括発注や見積

もり合わせにより価格低減を図り、設置工事からアフターメンテナンスまでを行う地域

密着型価格低減等モデル事業を実施しました。 

新たな太陽光発電の普及拡大を図るため、県有施設の屋根を太陽光発電事業者に貸し

出す事業を開始しました。 

 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ３１                                                         教育局 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ５ 地球環境負荷の低減 
   県民誰もが取り組める環境負荷低減対策(例えば、エコライフデイ埼玉などの取り

組みを周知徹底するなど）を検討し、実施すること。また、県や市町村の所有する

公共施設（庁舎、ホール、公民館など）、小中学校にソーラーパネルや小型の風力

発電を設置すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
○ 市町村立学校施設 

 小中学校におけるソーラーパネル等の設置については、学校の設置者である市町村が、

国の補助制度などを活用して進めております。 

 県としましては、引き続き、市町村に対して、国の補助制度を周知するとともに、国

に対しては、必要な予算の確保について要望してまいります。 
 
○ 県立学校施設等 

ソーラーパネル等の設置については、県有施設への太陽光発電設備設置の基本方針

である『太陽光発電設備の設置ガイドライン』や、環境負荷の低減、教育的な効果、

コストメリット等を総合的に判断し、検討してまいります。 

 

平成２４年度の対応状況等

 
○ 市町村立学校施設 

 小中学校におけるソーラーパネル等の設置については、学校の設置者である市町村が、

国の補助制度などを活用して進めております。 

 県としましては、市町村に対して、国の補助制度を周知するとともに、国に対しては、

必要な予算の確保について、全国都道府県教育委員会連合会を通じて要望しました。

 

○ 県立学校施設等 
教育局では、平成２４年４月１日現在、５８施設（県立高校５５、特別支援学校１、

教育機関２）において、太陽光発電設備を設置しております。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
  

№ ３１                                                          総務部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ５ 地球環境負荷の低減 
   県や市町村の所有する公共施設（庁舎、ホール、公民館など）、小中学校にソー

  ラーパネルや小型の風力発電を設置すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 県有施設とことん省エネ推進事業   ６４，１７４千円 
 
 エコタウンプロジェクトに合わせて、東松山地方庁舎に新技術の空調等、省エネ設備

を集中的に導入します。 
 創エネ設備として２０ｋWのソーラーパネル（太陽光発電設備）を計画しています。

平成２４年度の対応状況等

  
 県税事務所再編整備費のうち 
  自動車税事務所大宮支所庁舎への太陽光発電設備設置工事費 
                          ２０，０００千円 
 
 県税事務所の再編を機に、耐震性の低い自動車税事務所大宮支所庁舎の建替え工事を

進めていますが、この工事に合わせ、庁舎の屋上に太陽光発電設備を設置します。 
 
  

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ３２                                                           環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ６ 環境みらい資金の拡充 
 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。 

平成２５年度の対応状況等

 
  環境創造融資事業費（貸付費）    ２０，１３６千円 
  （環境みらい資金新規融資枠    ５００，０００千円） 
 
 医療を主たる事業とする法人等も対象となるよう範囲を拡大するとともに、着工後の

申込も可能とするよう弾力的な運用をしてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  環境創造融資事業費（貸付費）    １７，６２３千円 
  （環境みらい資金新規融資枠    ６００，０００千円） 
 
 温暖化対策等を進めるため、太陽光発電設備等再生可能エネルギー利用施設や省エネ

ルギー施設の整備に対する貸付利率をさらに低利に設定し、利用の拡大を図りました。

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №３３                                                          環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ７ 再生可能エネルギー対策の推進 
  燃料電池や太陽光発電、地中熱・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、引き続き県が率先実行して、事業所や住宅への普及拡大を図ること 

平成２５年度の対応状況等

 
 再生可能エネルギー地域活用推進事業費         ２，８１９千円 
 本庄早稲田地区ソーラークーリングシステム導入事業  ３１，３０４千円 

 
  電力自活住宅等普及拡大事業費           ３７５，０４９千円 
 
 「重点実施街区」スマートハウス化プロジェクト事業 

                         ３３８，２４４千円 

  本庄避難所エコ化モデル事業費          １２，３６０千円 

  商店街まるごと省エネ改修事業費         ６７，０９０千円 

  地域ＥＭＳ構築事業               ４０，６１９千円 

  団地再生プロジェクト事業            ６０，１３５千円 

  ちちぶバイオマス発電所多電源化整備事業費    １１，６０３千円 

  寄居町エネルギー自立モデル構築事業費      １４，０９３千円 

  エコタウンプロジェクト推進事業費         ４，３７２千円 

 
 引き続き、早稲田大学をはじめとする環境エネルギーの専門家との意見交換、研究会

の設置運営及び取組検討など産学官連携の枠組みにより再生可能エネルギーの普及拡

大、地域活性化を目指します。 
 本県で導入可能性が高い太陽エネルギー及びバイオマスエネルギーに関する取組や熱

の有効活用の取組などを中心にモデルプロジェクトを実現し、関係者を増やしながら民

間事業者による事業化を誘導します。 
 また、本庄エコタウンプロジェクトでは、商業施設のエコ化の取組として、太陽熱を

空調・給湯利用する「ソーラークーリングシステム」を民間事業者と連携して導入し、

地域一体となって促進を図ることで再生可能エネルギーの普及拡大につなげてまいりま

す。 
 
太陽光発電の普及拡大を図るため、電力自活住宅等普及促進事業補助に加え、多くの

県民が寄付などを通じて太陽光発電の導入に参加する市民共同太陽光発電事業を支援し

てまいります。 



ソーラーメーカー、ハウスメーカー、金融機関、行政等が連携した埼玉県ソーラー拡

大協議会を開催し、太陽光発電の更なる普及拡大に向けた取組を推進します。 
県有施設の屋根を太陽光発電事業者に貸し出す事業を全県に広げ、太陽光発電の更な

る普及拡大に努めます。 
地域密着型価格低減等モデル事業を全県に展開するための取り組みを進めます。 
 
埼玉エコタウンプロジェクトの推進にあたっては、地域の特色に応じて太陽光発電

などの再生可能エネルギー導入を支援してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  再生可能エネルギー地域活用推進事業費         ４，１０４千円 
 
  電力自活住宅等普及拡大事業費           ８３３，６６３千円 
  エコタウンプロジェクト推進事業費        ４５，９０１千円 

 
 
 エネルギー基本計画の見直しなど国の動向を注視しながら、県のエネルギー政策の方

向性について検討をするとともに、産学官連携の枠組みの中から再生可能エネルギーの

普及拡大を進めています。 
 秩父地域の豊富な森林資源から「バイオオイル」と呼ばれる液体燃料を製造し、産業

分野で熱利用を進める「森林資源によるエネルギーの地産地消モデル」をリーディング

モデル事業として製造技術の開発を進めているほか、各種再生可能エネルギー導入のた

めの具体的な取組を検討しています。 
 
太陽光発電による創エネとＬＥＤへの交換等による省エネ対策により、電力の自活を目

指す電力自活住宅等普及促進事業及び市民共同太陽光発電事業に対する支援を行いまし

た。 
 地元の工務店や電気店が参画する商工会などが、メーカー等に対する一括発注や見積

もり合わせにより価格低減を図り、設置工事からアフターメンテナンスまでを行う地域

密着型価格低減等モデル事業を実施しました。 
 新た太陽光発電の普及拡大を図るため、県有施設の屋根を太陽光発電事業者に貸し出

す事業を開始しました。 
 埼玉エコタウンプロジェクトを推進するため、再生可能エネルギーを中心とした創

エネなどの事業具体化の検討やエコタウン市の基本計画・実施計画の策定支援を実施

しました。 

 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№３３                              農林部 

要   望   項   目 
 
３ 環境農林委員会関係  
 ７ 再生可能エネルギー対策の推進 
  燃料電池や太陽光発電、地中熱・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、引き続き県が率先実行して、事業所や住宅への普及拡大をはか

 ること。 
  

平成２５年度の対応状況等  
 
  農山村バイオマス利活用促進事業         ６３８千円  
  森林整備加速化・林業再生事業      ２８７，０９５千円 

  古くて新しい木のエネルギー活用事業     １，５００千円 

 
  地域に賦存するバイオマスの利活用を促進するため、農業者や関連事業者及

び地域住民等を対象としたバイオマスの利活用に関する普及啓発を実施すると

ともに、新たな技術等を用いたバイオマスの利活用に関する事業化を支援しま

す。 
また、木質バイオマスの利用施設の整備や木質バイオマス燃料の原料となる

間伐材等の伐採・搬出に対する支援を行い、木質バイオマスの利用促進を図り

ます。 

 

 

 
平成２４年度の対応状況等  

 
  農山村バイオマス利活用促進事業        ６８２千円 
  森林整備加速化・林業再生事業     ３００，１９５千円 

  森林・木材産業構造改革事業       ５３，０８０千円 

 
  地域に賦存するバイオマスの利活用を促進するため、農業者や関連事業者及

び地域住民等を対象としたバイオマスの利活用に関する普及啓発を実施すると

ともに、新たな技術等を用いたバイオマスの利活用に関する事業化を支援しま

した。 
また、木質バイオマスの利用施設の整備や木質バイオマス燃料の原料となる

間伐材等の伐採・搬出・運搬に対する支援を行い、木質バイオマスの利用促進

を図りました。 

 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №３４                               環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ８ 次世代自動車の導入促進 
   温室効果ガス排出削減及び環境対策に関連した交通関係の技術・事業への支援強

化として、低燃費／低排出ガス車およびクリーンエネルギー車（ハイブリッド車、

電気自動車、燃料電池車等）に対して総合的な普及促進対策を講じること。また、

低燃費／低排出ガス車およびクリーンエネルギー車の普及拡大に向けた各種助成措

置や優遇税制を拡充すると主に、普及促進のために、燃料供給設備等のインフラ整

備を推進すること。 
平成２５年度の対応状況等

 
  「重点実施街区」スマートハウス化プロジェクト事業 

                        ３３８，２４４千円 

  本庄避難所エコ化モデル事業費         １２，３６０千円 

  エコタウンプロジェクト推進事業費        ４，３７２千円 

 
  青空再生自動車対策事業費            ３７，２４６千円 

  ＥＶ・ＰＨＶ普及推進事業費                １４，３０３千円 

 

 
  埼玉エコタウンプロジェクトの推進にあたっては、次世代自動車の導入促進も含め

環境配慮の視点から多様な事業実施を検討してまいります。 

 

電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の普及を一層推進するため、産業振興

や地域活性化にもつながる実証実験の実施や、優れた環境性能や災害時等の活用など

を効果的にＰＲしてまいります。 

また、急速充電器の整備を進めるとともに、維持管理や料金等の検討を行うなど、

燃料供給設備の拡充に努めてまいります。 

さらに、国に対して次世代自動車等の車両購入者に対する支援策の継続・拡充につい

て、引き続き要望してまいります。 



平成２４年度の対応状況等

 
  エコタウンプロジェクト推進事業費       ４５，９０１千円 

 

  低炭素なクルマ利用促進事業費            ６，８３７千円 

  青空再生自動車対策事業費             ５２，９４８千円 

  次世代自動車普及促進事業費             ５，６４７千円 

  どこでもＥＶ・ＰＨＶ普及推進事業費            １６，０８０千円 

 

 

 埼玉エコタウンプロジェクトを推進するため、再生可能エネルギーを中心とした創

エネなどの事業具体化の検討やエコタウン市の基本計画・実施計画の策定支援を実施

しました。 

 

低炭素社会の実現を図るために有効な電気自動車やプラグインハイブリッド自動

車の導入についての支援事業を継続するとともに、普及啓発や産業振興や地域活性

化につながる先進モデル事業を実施しました。 

また、電気自動車が不安なく県内各地を走行できるよう、急速充電器の設置支援を

実施しました。 

 国に対しては、次世代自動車等の車両購入者に対する支援策の継続・拡充について

要望をいたしました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ３５                                                           環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ９ 省エネルギー対策の推進 
 省エネルギー対策を積極的に推進するため、引き続き県が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。 

平成２５年度の対応状況等

  
  環境創造融資事業費（貸付費）         ２０，１３６千円 
  埼玉版グリーンニューディール推進・事業者支援事業費  １８５，０００千円 
 
 CO2排出削減設備の整備に対する事業費の一部補助のほか、環境みらい資金制度によ

る低利融資を引き続き実施し、事業者の省エネルギー対策を積極的に支援してまいりま

す。 
 
 

平成２４年度の対応状況等

 
  環境創造融資事業費（貸付費）         １７，６２３千円 
  埼玉版グリーンニューディール推進・事業者支援事業費  １８５，０００千円 
 
 温暖化対策等を進めるため、県内事業者のCO2排出削減及び太陽光発電設備の整備に

対する事業費の一部補助のほか、環境みらい資金制度による低利融資を行いました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ３５                                                      総務部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ９ 省エネルギー対策の推進 

省エネルギー対策を積極的に推進するため、引き続き県が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。 

平成２５年度の対応状況等

 
・省エネルギーサービス委託事業費      ２７４，８１０千円 
・県有施設エコオフィス化サービス委託事業費  ５９，３３７千円 
・県有施設エコオフィス化改修事業      ７２４，６７３千円 
 
 省エネルギー対策を積極的に推進するため、エネルギー消費量の多い高エネルギー施

設についてはＥＳＣＯ事業を導入し、老朽化した中規模施設にはエコオフィス化改修事

業を導入してまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
・省エネルギーサービス委託事業費             ２７６，７４０千円 
・総合リハビリテーションセンター省エネルギー導入事業費（債務負担行為） 
                        限度額  ２５８，９５０千円 
・県有施設エコオフィス化サービス委託事業費         ５９，３３７千円 
・県有施設エコオフィス化改修事業             ２３３，７９８千円 
 
 省エネルギー対策を推進するため、エネルギー消費量の多い高エネルギー施設である

総合リハビリテーションセンター省エネルギーサービスを導入しました。 
 また、老朽化した中規模施設である川口高等技術専門校ほか３施設に、エコオフィス

化改修事業を導入しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ３６                                                      企画財政部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 10 公共輸送利用促進 
   バス路線の廃止・減便が発生しているが、少子高齢化の中での県民の移動手段 
  確保と、省エネルギー対策の為、公共輸送の利用促進を強化すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 バス活性化事業費 
    バス路線維持対策費          ６６，８３０千円 
     バス利用促進事業費        １８，１７０千円 
 
  生活交通として県民の日常生活を支えるバス路線の維持・確保を図ります。 
  また、ノンステップバスの導入など、バスの利便性・快適性を高める事業への 
 支援を通じて、バス網の整備を図ります。 
 

平成２４年度の対応状況等
 
 バス活性化事業費 
    バス路線維持対策費          ６８，０１４千円 
     バス利用促進事業費        １８，６９０千円 
 
  生活交通として県民の日常生活を支える２３路線の維持・確保を図りました。 
  また、ノンステップバス５４両の導入について経費の一部を補助するなど、バス 
 の利便性・快適性を高める事業への支援を行いました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ３７                                                           環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 １１ 環境ホルモン対策の推進 
    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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 化学物質総合対策推進事業費          ９，８４５千円 
 
 引き続き、環境ホルモンなどの人への影響が懸念される化学物質について正しい理 
解が進むよう、県民に対してはホームページや出前講座等による啓発を行い、化学物 
質を取り扱う事業者に対しては、化学物質の適正管理について指導を行います。 
 また、化学物質対策庁内連絡調整会議を開催し、情報共有や関係部局による横断的 
な連絡調整を行い、総合的な化学物質対策を連携して進めます。 

平成２４年度の対応状況等

 
 化学物質総合対策推進事業費         １０，９８７千円 
 
 環境ホルモンなどの人への影響が懸念される化学物質について正しい理解が進むよ 
う、県民に対してはホームページや出前講座等による啓発を行い、化学物質を取り扱 
う事業者に対しては、化学物質の適正管理について指導を行いました。 
 また、化学物質対策庁内連絡調整会議を開催し、情報共有や関係部局による横断的 
な連絡調整を行い、各部局の持つ専門性を生かしながら総合的な化学物質対策に取り 
組みました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ３８                               環境部 

要    望    項    目

 

３ 環境農林委員会関係 

 １２ アスベスト対策の強化 

    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。また、埼玉県内には非飛散ア

スベスト廃棄物石綿含有建材を受け入れる最終処分場がなく、無害化処理認定制

度で認定された処理場もない。県内で含有建材処分が行えるよう処理場の整備を

行うこと。 

平成２５年度の対応状況等

 

 大気環境石綿対策事業費            ７，９５８千円 

産業廃棄物排出事業者指導費          １８，１５８千円 

廃棄物不法投棄特別監視対策費         ３６，０８１千円 

 

 小規模な建築物の解体や、一般住宅の解体など、大気汚染防止法の規制対象となら 

ない石綿含有建材を使用している建築物の解体作業についても、解体時における石綿 

の飛散を防止するため、「石綿飛散防止対策マニュアル」及び「埼玉県非飛散性石綿含 

有建材解体工事ガイドライン」に基づき、散水による湿潤化や手ばらし解体などの指 

導を行います。 

 また、法令順守を徹底させるため、埼玉労働局及び県関係部局など石綿関連法令を 

所管する機関等と連携し、解体工事業者等を対象とした石綿関連法令の説明会の開催 

やパンフレットの配布を実施します。 

 環境大気中の石綿濃度については、県内２０地点において測定を行い、実態を把握 

します。 

アスベスト廃棄物の適正処理を徹底するため、排出事業者や産業廃棄物処理業者を対

象に講習会を実施し、関係法令等の周知徹底を図るとともに、産業廃棄物処理業者の事

業所等への立入調査を行い、適正処理を指導します。 

また、家屋解体工事現場等の立入調査を行い、アスベスト廃棄物の適正処理を指導し

ます。 

 非飛散性の石綿含有建材は、プラスチック袋等の容器に入れたままの状態であれば、

産業廃棄物のがれき類として安定型最終処分場で埋立処分することができます。 

 埼玉県は首都圏に位置する内陸県であり、総面積中の可住地面積割合が全国第２位で

す。そのため、近隣住民の理解を得ることが重要な廃棄物処理施設等（特に最終処分場）

の設置は非常に難しい状況にあります。 

以上のことから、現在、石綿含有建材の埋立処分が可能である県外の既設最終処分

場を有効利用することが現実的な選択であると考えます。 



平成２４年度の対応状況等

 

 大気環境石綿対策事業費             ９，９９９千円 

産業廃棄物排出事業者指導費          １９，０６７千円 

廃棄物不法投棄特別監視対策費         ３８，９６１千円 

 

 小規模な建築物の解体や、一般住宅の解体など、大気汚染防止法の規制対象となら 

ない石綿含有建材を使用している建築物の解体作業についても、解体時における石綿 

の飛散を防止するため、「石綿飛散防止対策マニュアル」及び「埼玉県非飛散性石綿含 

有建材解体工事ガイドライン」に基づき、散水による湿潤化や手ばらし解体などの指 

導を行いました。 

また、法令遵守を徹底させるため、埼玉労働局及び県関係部局など石綿関連法令を 

所管する機関等と連携し、解体工事業者等を対象とした石綿関連法令の説明会の開催 

やパンフレットの配布を行いました。 

 環境大気中の石綿濃度については、県内２０地点において測定を行い、実態を把

握しました。  

アスベスト廃棄物の適正処理を徹底するため、排出事業者や産業廃棄物処理業者を対

象に講習会を実施し、関係法令等の周知徹底を図るとともに、産業廃棄物処理業者の事

業所等への立入調査を行い、適正処理を指導しました。 

 また、家屋解体工事現場等の立入調査を行い、アスベスト廃棄物の適正処理を指導し

ました。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№３８                            都市整備部   

要   望   項   目 
 
３ 環境農林委員会関係  
 １２ アスベスト対策の強化 
    
 
 
 
 

平成２５年度の対応状況等  
 
  アスベスト対策推進費         １９，２４０千円 
  
  民間建築物に使用されている吹付けアスベスト等の調査及び除去工事の費用

 の一部を補助します。  
  調査への補助はすべての建築物が対象です。 
  除去等工事への補助は、１，０００㎡以上の建築物に限ります。  
 
 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
  アスベスト対策推進費         １９，３２８千円 
  
  民間建築物に使用されている吹付けアスベスト等の調査及び除去工事の費用

 の一部を補助しました。 
  調査への補助はすべての建築物が対象です。 

  除去等工事への補助は、１，０００㎡以上の建築物に限ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №３９                                                        保健医療部 

要    望    項    目

 
 ３ 環境農林委員会関係 
  １３ 市町村水道設備の安全確保 
    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。

 

平成２５年度の対応状況等

 
 広域水道計画・上水道等指導費 
  うち、国庫補助水道施設指導事業          ２，００３千円 
 
  
 国に対して、引き続き、石綿管の更新に係る国庫補助制度について要望します。 
 また、水道事業者に対しては、老朽管の更新計画を策定し計画的に更新を進める 
ように指導・助言を行います。 

平成２４年度の対応状況等

 
広域水道計画・上水道等指導費 

  うち、国庫補助水道施設指導事業          ２，００３千円 
 
  平成２２年度末における石綿管の県内総延長は、約８８５ｋｍであり、残存率は 
毎年減ってはおりますが全国平均と比べても多い状況です。 
石綿セメント管を更新する国庫補助事業は平成２３年度で終了したため、国に対 

し、石綿セメント管の更新について補助事業の採択となるように、関係都県とも連 
携して要望しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 

 
 
 №４０                                                           環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 １４ 河川浄化対策の推進 
    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更に推進

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

未接続世帯への接続の働きかけを行う市町村に対して、引き続き支援を行い川の

再生など都市部の潤いを取り戻すこと。

平成２５年度の対応状況等

 
合併処理浄化槽転換促進事業費       ５４２，７３１千円 

 市町村整備型モデルタウン事業        ３６，０００千円（※） 

                      ※埼玉県ふるさと創造資金で対応

 

合併処理浄化槽への転換を一層推進するため、個人負担の軽減及び市町村支援の

ための補助を行います。特に計画的な転換が進められる市町村整備型の導入を市町

村と連携し進めていきます。 

 

平成２４年度の対応状況等

 

合併処理浄化槽転換促進事業費       ４６０，３２０千円 

 市町村整備型モデルタウン事業        ３２，０００千円（※） 

                       ※埼玉県ふるさと創造資金で対応 

 
  新たな県の浄化槽補助制度により合併処理浄化槽への転換促進を図っています。

市町村と連携し転換に係る個人の費用負担軽減を図るほか、計画的な転換が進めら

れる浄化槽市町村整備推進事業の導入支援を重点的に進めました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №４０                                                      都市整備部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 １４ 河川浄化対策の促進 

 河川汚濁の最大の原因となっている生活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更に促進

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、引き続き支援を行い川の再生など都

市部の潤いを取り戻すこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
 合流式下水道実施市が法令で定められている平成２５年度末までに合流改善の対

策が確実に完成するよう、必要な経費については、引き続き社会資本整備総合交付金

等を国に要望するなど予算の確保に努めてまいります。 

  

 また、下水道未接続世帯の接続率の向上に向けて市町村に対し、先進事例を積極的

に情報提供するなど、引き続き技術的支援をしてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 合流式下水道実施市に対し、下水道主管課長会議等を通じて、法令で定められてい

る平成２５年度末までに合流改善事業が確実に完了するよう強く働きかけてまいり

ました。 

 また、合流改善の対策に必要な経費については、社会資本整備総合交付金等を国に

要望するなど予算の確保に努めてまいりました。 
 その結果、対象となる１３市のうち、熊谷市と旧鳩ヶ谷市においては既に対策が完

成しており、他の合流式下水道実施市においても平成２５年度内に対策が完成する見

込みとなりました。 
 
 また、下水道未接続世帯の接続率の向上に向けて市町村に対し、先進事例を積極的

に情報提供するなど、引き続き技術的支援をしてまいりました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
№４１                                 環境部 

要   望   項   目 

 

３ 環境農林委員会関係 

 １５ 地域の保水力向上と都市緑化の推進 

   近年、台風や雷雨が強さを増し、今後被害が増す事が懸念され、「地球の保水力」 

がこれまで以上に必要となり、あわせて原発事故の影響により、「温暖化対策」の目 

標を守るには、これまでの取り組みでは到底達成出来ない事に鑑み、緑の基金・緑の

トラスト基金の寄付のインセンティブを新たにつくること。街頭募金を実施するこ 

と、銀行・観光協会など新たな所にパンフレットを配布し、ＰＲを強化すること。駐

車場など、アスファルト舗装を使用しなくても済むガイドラインを県として作成し、

補修・改良工事などの際も含め計画的に整備すること。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、引き続き積極的に促進し、都市緑化をは

かること。また、建物の温度を下げる取り組みとして、屋上・壁面については新しい

技術も開発されはじめているので、県としても、そういった新しい技術について調 

査・研究を進めること。 

 

平成２５年度の対応状況等 

 

 彩の国みどりの基金運営・広報事業費       １７，８７２千円 

 彩の国みどりの基金積立金         １，３５０，３１３千円 

緑のトラスト運動推進費             ９９，８９９千円 

身近なみどり重点創出事業費            １４９，５６９千円 

 

 彩の国みどりの基金については、民間企業による寄附付商品の拡大による寄付受入 

れの強化を図るとともに、イベントでの募金活動を行います。また、銀行・観光協会 

などにもパンフレットの配布を依頼します。 

緑のトラスト基金については、引き続き、トラスト保全地所在地の企業を中心に募金

を依頼することをはじめ、トラスト基金の普及を兼ねて、県内の小・中・高校に呼び

掛けを行うとともに、トラスト保全地でのイベントにおいて募金活動を行います。ま

た、銀行・観光協会などにポスターの掲示をお願いして、寄付が拡大するよう働き掛

けを行います。 

都市の潤いやヒートアイランド対策の一環として、公開性のある施設の屋上緑化や壁面

緑化などを行う施設管理者に対して補助金を交付し、その取り組みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２４年度の対応状況等 

 

 彩の国みどりの基金運営・広報事業費      ２１，３０１千円 

彩の国みどりの基金積立金         １，３４１，９４７千円 

緑のトラスト運動推進費            ３９９，２７３千円 

身近なみどり重点創出事業費          ２８４，７２２千円 

 

 彩の国みどりの基金については、記念プレート付き植樹を県営公園以外の場所にも 

拡大したほか、イベントでの募金活動を行いました。 

緑のトラスト基金については、トラスト保全地所在地の企業を中心に約２，６００社

に募金を依頼したことをはじめ、トラスト基金の普及を兼ねて、県内の小・中・高校

に呼び掛けを行うとともに、トラスト保全地でのイベントにおいて募金活動を行いま

した。また、銀行・観光協会などにポスターの掲示をお願いして、寄付が拡大するよ

う働き掛けを行いました。 

都市の潤いやヒートアイランド対策の一環として、公開性のある施設の屋上緑化や壁面

緑化などを行う施設管理者に対して補助金を交付し、その取り組みを支援しました。 

 

 

 

 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №４１                                                        都市整備部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 １５ 地域の保水力向上と都市緑化の推進 

平成２５年度の対応状況等

 
  建築物環境配慮制度推進事業費           ６８８千円 
 
  埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき、「埼玉県建築物環境配慮制度」及び「埼 

 玉県建築物環境性能表示制度」の運用を行い、建築物における総合的な環境配慮の取 

 組を促進することにより、緑の保全・創出を図ります。 
また、建築物の屋上や壁面の緑化等については、引き続き、可能な範囲で対応して 

まいります。また、新しい技術等についても、費用対効果の面も含め調査・研究して 

まいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  建築物環境配慮制度推進事業費         １，０１３千円 
 
  埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき、「埼玉県建築物環境配慮制度」及び「埼 

 玉県建築物環境性能表示制度」の運用を行い、建築物における総合的な環境配慮の取 

 組を促進することにより、緑の保全・創出を図っております。 
  建築物の屋上や壁面の緑化等については、「越ヶ谷高校」で壁面緑化を「自動車税

 事務所」で外構の植栽などの緑化を実施しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ４２                                                          環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 １６ 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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 緑のトラスト運動推進費             ９９，８９９千円 
 自然環境保全推進事業費 ３９，４２３千円 
  
 
 県民等からの寄附などを財源とした「さいたま緑のトラスト基金」を活用し、引き続

き見沼田圃周辺斜面林などのトラスト保全地の管理を行います。 
 また、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき、引き続きさいたま市染谷ふ

るさとの緑の景観地などの「ふるさとの緑の景観地」の適正な管理を行います。 
  
 

平成２４年度の対応状況等

 
 緑のトラスト運動推進費            ３９９，２７３千円 
 自然環境保全推進事業費 ４５，３４２千円 
 
 県民等からの寄附などを財源とした「さいたま緑のトラスト基金」を活用し、見沼田

圃周辺斜面林などのトラスト保全地の管理を行いました。 
 また、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき、さいたま市染谷ふるさとの

緑の景観地などの「ふるさとの緑の景観地」の適正な管理を行いました。 
  
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №４２                             企画財政部 

要    望    項    目

 
 ３ 環境農林委員会関係 
  １６ 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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 ○見沼田圃保全・活用・創造事業推進費    ５２２，７９８千円 
    見沼田圃土地利用関係諸会議開催費       ６６８千円 
    見沼田圃公有地化事業費        ４９３，５９７千円 
    見沼田圃県民ふれあい事業費       ２８，５３３千円 
 ○さいたま環境創造基金積立金（見沼田圃分）  ６０，５０９千円 
 
   「見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針」に基づき、土地利用連絡会議及び 
  土地利用審査会を運営し、土地利用の調整を図ってまいります。 
   また、見沼田圃公有地化事業を引き続き実施し、県民参加による公有地の更な 
  る利活用を図りながら、見沼田圃の保全に努めてまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 ○見沼田圃保全・活用・創造事業推進費    ５４６，３０１千円 
    見沼田圃土地利用関係諸会議開催費       ６４２千円 
    見沼田圃公有地化事業費        ５２１，４７２千円 
    見沼田圃県民ふれあい事業費       ２４，１８７千円 
 ○さいたま環境創造基金積立金（見沼田圃分）  ６４，６１０千円 
 
   「見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針」に基づき、土地利用の相談に対し 
  調整を図りました。 
   また、見沼田圃公有地化事業を実施するとともに、県民参加による公有地の更 
  なる利活用を図りながら、見沼田圃の保全に努めました。 
 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№４２                              農林部 

要   望   項   目 
  
３ 環境農林委員会関係  
 １６ 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。  
 

平成２５年度の対応状況等  
 
 農地調整関係事務費             ３，７６７千円 
 見沼農業活性化対策事業          ４３，８５５千円 

水と緑のサイクリングロード事業     １０７，０００千円 
 水と緑に親しむみち管理事業        ４０，９０４千円 
 
 引き続き、農地の不法な埋め立てなどを防止するため、定期的なパトロール等

を実施するとともに、農地改良等を実施する場合には、適正な手続きをとるよう

に事業者及び農家等を指導します。 
 また、都市と調和した特色ある見沼農業の実現を図るため、公有地等を体験農

園や花畑として利用するとともに、見沼代用水沿いの自転車歩行者道の適正な補

修や維持管理を行うなど、見沼田圃の保全・活用に努めていきます。  
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
 農地調整関係事務費             ２，９４７千円 
 見沼農業活性化対策事業          ３８，３７６千円 

水と緑のサイクリングロード事業     １７０，０００千円 
 水と緑に親しむみち管理事業        ４０，６７０千円 
 
 農地の不法な埋め立てなどを防止するため、定期的なパトロール等を実施する

とともに、農地改良等を実施する場合には、適正な手続きをとるように事業者及

び農家等を指導しました。  
 また、都市と調和した特色ある見沼農業の実現を図るため、公有地等を体験農

園や花畑として利用するとともに、見沼代用水沿いの自転車歩行者道の適正な補

修や維持管理を行うなど、見沼田圃の保全・活用に努めました。 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №４２                                                           福祉部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 １４ 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。

平成２５年度の対応状況等

 
 「第３期埼玉県障害者支援計画」において、障害者関連施策の推進に当たっては関

係部局と連携を図ってまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 「第３期埼玉県障害者支援計画」において、障害者関連施策の推進に当たっては関

係部局と連携を図ってまいりました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №４３                                                           農林部 

要    望    項    目

３ 環境農林委員会関係 
 １７ 都市近郊農業の再生 
   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１，０００万円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。 
平成２５年度の対応状況等

 農業経営法人化推進事業             １９，７２８千円 
 青年農業者等支援事業               ４，７５２千円 
 明日の農業担い手育成塾推進事業         ３３，１２４千円 
 新規就農総合支援事業             ３３９，５５４千円 
 農業大学校施設整備費               ３，２６９千円 
 農業大学校運営費                ５５，３４７千円 
 農業大学校教育費                ３２，９２８千円 
 
 

就農支援資金貸付事業（就農施設投資金貸付枠）  ５０，０００千円 

 地域農業の担い手である認定農業者等多様な担い手を支援するとともに、農業経営の

法人化を支援することにより、多様な担い手の育成を図ります。 
 また、就農支援体制の整備を図るとともに、就農支援資金の利用を促進し、就農を支

援します。農業大学校では、県民の農業及び食料に関する理解を深めるとともに、農業

及び関連産業の担い手を養成します。 
 農地の有効活用を図るため、引き続き国に対して、農地の相続税課税方式の検討にお

いて現行方式を維持するよう要望します。 
平成２４年度の対応状況等

 農業経営体育成支援事業             ２２，４８１千円 
 農業法人化推進事業                ４，９２０千円 
 青年農業者等支援事業               ６，２１１千円 
 明日の農業担い手育成塾推進事業         ３４，８４２千円 
 新規就農総合支援事業             ３３９，４０２千円 
 農業大学校施設整備費               ３，９１４千円 
 農業大学校運営費                ５２，５２８千円 
 農業大学校教育費                ３２，９０８千円 
 
 
就農支援資金貸付事業（就農施設投資金貸付枠）  ６８，５００千円 

 地域農業の担い手である認定農業者等多様な担い手を支援するとともに、農業経営の

法人化を支援することにより、多様な担い手の育成を図りました。 
 また、就農支援体制の整備を図るとともに、就農支援資金の利用を促進し、就農を支

援しました。農業大学校では、県民の農業及び食料に関する理解を深めるとともに、農

業及び関連産業の担い手を養成しました。 
 農地の有効活用を図るため、引き続き国に対して、農地の相続税課税方式の検討にお

いて現行方式を維持するよう要望しました。  



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ４４                                                          農林部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 １８ 農業後継者の育成と生産技術の向上 

 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。 
平成２５年度の対応状況等

 
 青年農業者等支援事業               ４，７５２千円 
 明日の農業担い手育成塾推進事業         ３３，１２４千円 
 新規就農総合支援事業             ３３９，５５４千円 
 農業大学校施設整備費               ３，２６９千円 
 農業大学校運営費                ５５，３４７千円 
 農業大学校教育費                ３２，９２８千円 
 就農支援資金貸付事業（就農施設投資金貸付枠）  ５０，０００千円 
 農林水産試験研究体制活性化事業            ８５６千円 
 
 休日就農相談会等の実施や明日の農業担い手育成塾の設置、青年就農給付金の給付等

を通じて就農希望者の確保と育成を図ります。農業大学校では、農業技術の実践的な教

育を通じ、農業及び関連産業の担い手を養成します。 
 県民ニーズに即した計画的、効率的な研究並びに客観的評価に基づく適正な研究を推

進するとともに、研究成果の公表などを行います。 
 また、効率的、効果的な試験研究の実施体制の構築に向け、必要な検討及び検討結果

を踏まえた見直しを行います。 
平成２４年度の対応状況等

 
 青年農業者等支援事業               ６，２１１千円 
 明日の農業担い手育成塾推進事業         ３４，８４２千円 
 新規就農総合支援事業             ３３９，４０２千円 
 農業大学校施設整備費               ３，９１４千円 
 農業大学校運営費                ５２，５２８千円 
 農業大学校教育費                ３２，９０８千円 
 就農支援資金貸付事業（就農施設投資金貸付枠）  ６８，５００千円 
 農林水産試験研究体制活性化事業            ９１５千円 
 
 明日の農業担い手育成塾や農業大学校などの就農支援体制の整備を行うとともに、青

年就農給付金の給付や就農支援資金（就農施設等資金）の利用を促し就農を支援しました。

 県民ニーズに即した計画的、効率的な研究並びに客観的評価に基づく適正な研究を推

進するとともに、研究成果の公表などを行いました。 
 また、効率的、効果的な試験研究の実施体制の構築に向け、必要な検討及び検討結果

を踏まえた見直しを行いました。 
 



民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 

№ ４５                               農林部 
要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 １９ 県産農産物のブランド化推進 
    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。更に、気候の変化にともない、今までは埼玉では作れなかっ

   た果物や野菜、花等で、新しく埼玉ブランドとなり得る作物が栽培できないか研

   究に取り組むこと。県産材の活用（駅のベンチなど）、県施設以外での活用を促

   進すること。 
平成２５年度の対応状況等

 
 埼玉ブランド農産物推進事業           ９，４３４千円 

埼玉農業エコひいき推進事業 

 うちエコ農業の推進             １，９７６千円 

 高品質畜産物生産体制整備事業         ７，２６６千円 

 林業・木材産業構造改革事業 

  うち｢埼玉の木｣施設整備促進事業     １１７，３００千円 

 森の再生・間伐材利用促進事業        １９，００２千円 

 
 環境にやさしい「エコ」農業を推進し、農業による環境負荷の軽減に取り組む産地

を育成するとともに、消費者等の理解増進による「エコ」農産物の需要拡大など、生産

から流通・販売に至るまでの展開を図り、県産農産物のブランド化を引き続き推進しま

す。 
 農林総合研究センターでは、試験研究費のなかで｢本県オリジナル品種の育成と栽培管

理技術の開発｣の研究を実施する際に、高温耐性の視点をもって進めます。 
 引き続き、市町村等の公共施設等の木造化・内装木質化を推進します。 



平成２４年度の対応状況等 
 
 埼玉ブランド農産物推進事業          １１，０８８千円 

埼玉農業エコひいき推進事業 

 うちエコ農業の推進             １，９７６千円 

 畜政推進対策事業              １７，３３３千円 

 

 環境にやさしい「エコ」農業を推進し、農業による環境負荷の軽減に取り組む産地

を育成するとともに、消費者等の理解増進による「エコ」農産物の需要拡大など、生産

から流通・販売に至るまでの展開を図り、県産農産物のブランド化を引き続き推進しま

した。 
 農林総合研究センターでは、平成２０年度から２２年度にかけて｢地球温暖化に対応し

た新作目の検索｣としてマンゴー等の果樹、タイなす等の野菜、観賞用パイン等の観葉植

物などについて埼玉県での適応性の研究を実施しましたが、盛夏の暑さは熱帯や亜熱帯

並となる場合があるものの、その他の時期の気温が高くないことから、越冬が難しく、

生育や収穫量が低調であり、経営ベースでの栽培は困難であると判断しています。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№４６                              農林部 

要   望   項   目 
 
３ 環境農林委員会関係  
 ２０ 都市と農村の交流  

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。  
 
 

平成２５年度の対応状況等  
 
 農との共生 田園都市豊かなくらし満喫事業  １０，３９０千円  
 彩の国グリーンツーリズム総合対策事業     １，５３９千円  
 

引き続き、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、農林産物、

自然景観及び伝統文化など、農山村の多様な資源を活用した都市と農村の交流に

係る施策を推進していきます。 
 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
 農との共生 田園都市豊かなくらし満喫事業  １２，４４４千円  
 彩の国グリーンツーリズム総合対策事業    ２１，５３９千円  
 

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、農林産物、自然景観

及び伝統文化など、農山村の多様な資源を活用した都市と農村の交流に係る施策

を推進しました。  
 
 
 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 

№ ４７                                                       農林部 
要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 

 ２１ 基金等を利用した農業水利施設と森林整備 

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。 

平成２５年度の対応状況等

  
 水源地域の森づくり事業          ４７３，０００千円 

 里山・平地林再生事業           ２５８，１７２千円 

林業・木材産業構造改革事業        １４６，０９６千円 

 林業・木材産業改善資金貸付事業       ３８，８００千円 

 森林の担い手育成対策事業          ９０，７６４千円 

 埼玉県森林整備担い手基金積立金          ９７６千円 

 美しい森づくり事業             ９６，０４６千円 

 森林整備加速化・林業再生事業       ７０４，４９５千円 

 川のまるごと再生プロジェクト（農業用水）推進費 

               ７６６，８５０千円 

 
「彩の国みどりの基金」を活用し、生態系や景観に配慮した森林整備を進めます。 

農業水利施設を活用し、地域と連携・協働を図りながら、「清流の復活」、「安らぎとに

ぎわいの創出」を目指して親水・生態系・環境に配慮した総合的な整備を推進します。

 林業の振興に関しては、施業の集約化、路網整備と高性能林業機械による低コスト

作業システムを普及し、林業の採算性を向上させます。また、森林組合等の育成や林

業従事者の就労環境の改善に取り組むことにより、雇用の創出に努めます。 



平成２４年度の対応状況等 
 
 水源地域の森づくり事業          ４９０，０００千円 

 里山・平地林再生事業           ２６０，１７５千円 

林業・木材産業構造改革事業         ５３，０８０千円 

 林業・木材産業改善資金貸付事業       ３８，８００千円 

 森林の担い手育成対策事業          ９２，０６６千円 

 埼玉県森林整備担い手基金積立金        １，２０９千円 

 美しい森づくり事業            １１２，０７２千円 

 森林整備加速化・林業再生事業       ３００，１９５千円 

 川のまるごと再生プロジェクト（農業用水）推進費 

               ２５８，３００千円 

 
「彩の国みどりの基金」を活用し、生態系や景観に配慮した森林整備を進めました。

農業水利施設を活用し、地域と連携・協働を図りながら、「清流の復活」、「安らぎとに

ぎわいの創出」を目指して親水・生態系・環境に配慮した総合的な整備を推進しました。

 林業の振興に関しては、施業の集約化、路網整備と高性能林業機械による低コスト作

業システムを普及し、林業の採算性を向上させました。また、森林組合等の育成や林業

従事者の就労環境の改善に取り組むことにより、雇用の創出に努めました。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№４８                              農林部 

要   望   項   目 
  
３ 環境農林委員会関係  
 ２２ 休耕地の利用 
    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。  
平成２５年度の対応状況等  

 
   企業等農業参入支援事業         ７，３０８千円 
  農地活用促進事業          ２８９，６３９千円 

  
 担い手への農地の面的集積を促進するとともに、遊休農地の解消を図るため関

係機関と連携した取り組みを進めます。 
 また、本県農業の担い手となり得る企業等の参入を促進し、遊休農地の活用を

図ります。 
 

 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
  企業等農業参入支援事業         ７，２０８千円 
  農地活用促進事業           ９４，１９４千円 

  
 担い手への農地の面的集積を促進するとともに、遊休農地の解消を図るため関

係機関と連携した取り組みを進めています。  
 また、本県農業の担い手となり得る企業等の参入を促進し、遊休農地の活用を

図りました。 
 

 
  
 
 
 
 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№４９                              農林部 

要   望   項   目 
 
３ 環境農林委員会関係  
 ２３ 農地集約による生産効率の向上 

 日本一高齢化が進む本県では、将来的に農業従事者の急速な減少が危惧

される。そのためにも、農地集約による生産効率の向上をはかるための具

体的研究を更に進めること。 
 
 
 

平成２５年度の対応状況等  
 
 農地活用促進事業           ２８９，６３９千円 
 ほ場整備事業             ６１９，４１０千円 
 埼玉型ほ場整備推進事業         １２，１０８千円 
   
 農地利用集積円滑化団体の活動や農地保有合理化事業の支援を行い、担い手農

家への農地集約を進め生産性の向上を図ります。 
 また、担い手に農地集約がしやすくなるよう、農地の区画を大型化するととも

に道路や用排水路の整備を行います。平成２２年度からは、より一層農地集約が

円滑に行われる、水田農業の構造改革を目的とした「埼玉型ほ場整備」を進めて

います。 
 
 
  

平成２４年度の対応状況等  
 
 農地活用促進事業            ９４，１９４千円 
 ほ場整備事業             ５３９，７００千円 
 埼玉型ほ場整備推進事業         １４，５００千円 
  
 農地利用集積円滑化団体の活動や農地保有合理化事業の支援を行い、担い手農

家への農地集約を進め生産性の向上を図っています。  
 また、担い手に農地集約がしやすくなるよう、農地の区画を大型化するととも

に道路や用排水路の整備を行っています。平成２２年度からは、より一層農地集

約が円滑に行われる、水田農業の構造改革を目的とした「埼玉型ほ場整備」を進

めました。 
 
  
 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№５０                              農林部 

要   望   項   目 
 
３ 環境農林委員会関係  
 ２４ 食と県民の身近な関係づくり 
    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、更に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。また、農産物

   直売所の整備等を通じ、県民と農家がより身近な存在となり、農業への理

   解が深まるような施策を講じること。  
 

平成２５年度の対応状況等  
  
  彩の国グリーンツーリズム総合対策事業    １，５３９千円  
  みどりの学校ファームｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ支援事業    １，２６０千円 
  地産地消推進事業              ２，６４７千円  
     
 引き続き、学校を単位に、植え付けから収穫までの複数の生育過程を体験する

「学校ファーム」の更なる充実を支援します。 
 また、県民の農業体験の機会を増加させるために、グリーン・ツーリズムに関

する情報を広く発信するとともに、市民農園整備の支援をします。 
 さらに、農業団体や生産者集団と連携して農産物直売所運営の支援を行い、県

民の農業に対する理解促進を図ってまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
  彩の国グリーンツーリズム総合対策事業   ２１，５３９千円   
  地産地消推進事業              ２，０７９千円  
    
 学校を単位に、植え付けから収穫までの複数の生育過程を体験する「学校ファ

ーム」の取組を支援しました。 
 また、県民の農業体験の機会を増加させるために、グリーン・ツーリズムに関

する情報を広く発信するとともに、市民農園整備の支援をしました。  
 さらに、農業団体や生産者集団と連携して農産物直売所運営の支援を行い、県

民の農業に対する理解促進を図りました。  
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №５１                                                     企画財政部 

要    望    項    目

 

３ 環境農林委員会関係 

 ２５ 『埼玉の川・愛県債』の有効活用 

 「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。 

平成２５年度の対応状況等
 
 平成２０年度から水辺空間の創造、川の再生に向けた河川整備事業に必要な資金を調

達するため、新たな住民参加型市場公募債として「埼玉の川・愛県債」を発行しており、

引き続き発行を行ってまいります。 

 これにより、県民参加で「川の国埼玉」づくりを進めるとともに、川の環境保全に向

けた県民意識の向上を図ります。 

 

平成２４年度の対応状況等

 

 住民参加型市場公募債「埼玉の川・愛県債」発行実績 

  平成２４年 ８月  ８０億円  

            計       ８０億円 

   ※調達した資金は、川の再生などの河川整備事業に充当予定 

 

 住民参加型市場公募債「彩の国みらい債」発行実績 

  平成２４年 ６月  ６０億円 

  平成２４年１２月  ６０億円  

       計    １２０億円 

   ※調達した資金は、県民に身近な道路の整備等に充当予定 

 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №５１                             県土整備部 

要    望    項    目

 

３ 環境農林委員会関係 

 ２５ 『埼玉の川・愛県債』の有効利用 

 

 「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。 

平成２５年度の対応状況等

 

川のまるごと再生プロジェクト推進費  ２，８００，０００千円 

 

埼玉の川・愛県債を活用し、川のまるごと再生プロジェクトを実施する各河川のワ

ーキングにおいて、地元住民・河川愛護団体・学校などの意見を聞きながら、生態系

の回復や環境教育推進など水辺の自然再生を目指した取組も展開します。 

平成２４年度の対応状況等

 

川のまるごと再生プロジェクト推進費  １，２２０，６７１千円 

 

埼玉の川・愛県債を活用した取組の実施にあたっては、有識者などをメンバーとす

る川の再生懇談会や、川のまるごと再生プロジェクトを実施する各河川のワーキング

において、地元住民や河川愛護団体などの意見を聞きながら生態系の回復など水辺の

自然再生を目指した取組も検討しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 

 
№５１                                                          農林部 

要    望    項    目
 
３ 環境農林委員会関係 

 ２５『埼玉の川・愛県債』の有効活用 

   「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。 

 

平成２５年度の対応状況等

 

川のまるごと再生プロジェクト（農業用水）推進費 ７６６，８５０千円 

                         

 「川の国埼玉」を実現するため、「清流の復活」「安らぎとにぎわいの空間創出」を２

本柱として、川の再生を引き続き進めます。平成２５年度は、水辺再生１００プランか

らステップアップさせた新たな「川の再生」の取組をさらに展開します。 

 県民共有の財産である農業水利施設を有効に活用し、地域（施設管理者、地域住民、

ＮＰＯ、市町村、学校等）と連携・協働を図りながら、親水・景観・生態系に配慮した

総合的な整備を積極的に推進します。 

 

 

平成２４年度の対応状況等

 

川のまるごと再生プロジェクト（農業用水）推進費 ２５８，３００千円 

 

農業水利施設を有効に活用し、地域（施設管理者、地域住民、ＮＰＯ、市町村、学

校等）と連携・協働を図りながら、「清流の復活」、「安らぎとにぎわいの創出」を

目指して親水・景観・生態系に配慮した総合的な整備を推進しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ５２                                                           環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ２６ ＰＲＴＲ法による化学物質の管理 
    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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 化学物質総合対策推進事業費          ９，８４５千円 
 
 ＰＲＴＲ法対象事業者による化学物質の適正管理を推進するため、法及び埼玉県生 
活環境保全条例に基づく届出指導及び同条例に基づく立入検査を行い、届出結果につ 
いて集計し、公表を行います。 
 また、事業者向け研修会や事業者への個別訪問を行い、化学物質の適正管理につい 
て指導をします。 
 リスクコミュニケーションが可能となるよう、実施に向けた相談、助言等のサポー 
トを行うとともに、研修会を開催してリスクコミュニケーションを企画・実践する人 
材を育成するなどの支援を行います。 

平成２４年度の対応状況等

 
 化学物質総合対策推進事業費         １０，９８７千円 
 
 ＰＲＴＲ法対象事業者による化学物質の適正管理を推進するため、法及び埼玉県生 
活環境保全条例に基づく届出指導及び同条例に基づく立入検査を行い、届出結果につ 
いて集計し、公表を行いました。 
 また、事業者向け研修会や事業者への個別訪問を行い、化学物質の適正管理につい 
て指導しました。 
 リスクコミュニケーションが可能となるよう、ガイドブックの作成や研修会を開催 
してリスクコミュニケーションを企画・実践する人材を育成するなどの支援を行いま 
した。 
 

 



民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ５３                               農林部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ２７ 食の安全対策 
    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、

   引き続き強力に推進すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 安全安心農産物確保対策推進事業 
  うち トレーサビリティの推進        ９８４千円    
 
 本県農畜産物トレーサビリティシステムの普及・拡大を図るため、情報交換会の開催

や有用な新技術の紹介等を行うとともに、生産・流通情報の開示等を行う生産者等に対

し、機器類等の導入について支援を行います。 

平成２４年度の対応状況等

 
 安全安心農産物確保対策推進事業 
  うち トレーサビリティの推進        ９８４千円     
 
 本県農畜産物トレーサビリティシステムの普及・拡大を図るため、情報交換会の開催

や有用な新技術の紹介等を行うとともに、生産・流通情報の開示等を行う生産者等に対

し、機器類等の導入について支援を行いました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №５３                                                     保健医療部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ２７ 食の安全対策 
    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 
   協力に推進すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 彩の国食の安全・安心確保対策事業        ４０，７３６千円 
 
 農産物の加工食品については、監視や検査の結果、不適正なものが発見された場合に

は、直ちに製造者が保管している原材料の仕入れ記録や製造記録の確認等の遡り調査を

行い、その原因究明を行うとともに再発防止について営業者等に対する指導を行います。

 安全・安心な食品の流通がなされるよう、引き続き営業者等に対する監視指導の徹底

に努めてまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 彩の国食の安全・安心確保対策事業        ３８，１８８千円 
 
 農産物の加工食品については、監視や検査の結果、不適正なものが発見された場合に

は、直ちに製造者が保管している原材料の仕入れ記録や製造記録の確認等の遡り調査を

行い、その原因究明を行うとともに再発防止について営業者等に対する指導を行ってい

ます。 
 安全・安心な食品の流通がなされるよう、引き続き営業者等に対する監視指導の徹底

に努めています。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ５４                                                         教育局 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ２８ 食糧自給率の向上 
    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。また、地産地消に取り組む企業と連携し、更に

県民にアピールをしていくこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
 学校健康教育推進費のうち 
  食育関係（食育推進リーダー育成研修会等）    ４３６千円 
 
 学校における米飯給食では、全て県産米を使用しているところですが、引き続き、県

産米を使用するとともに、実施回数の拡大について各市町村に働き掛けてまいります。

 また、学校給食に地場産物を活用することは、教育効果があるとともに、食料自給率

の向上にも寄与するものでございますので、積極的に促進してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 学校健康教育推進費のうち 
  食育関係（食育推進リーダー育成研修会等）    ４３６千円 
 
 学校給食に地場産物を活用することは、教育効果があるとともに、食料自給率の向上

にも寄与するものでございます。 
 また、学校における米飯給食は、伝統的な食生活である米飯に関する望ましい食習慣

や、日本文化としての稲作を子どもたちに理解させることなど高い教育効果があります。

 これらのことから、学校給食研究大会や食育推進リーダー育成研修会等の機会を捉え、

県産米の使用及び実施回数の拡大について、積極的に促進してまいりました。 
 また、６月と１１月を彩の国ふるさと学校給食月間とし、地場産物を活用した給食の

実施にも取り組んでまいりました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ５４                                                         農林部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ２８ 食糧自給率の向上 
    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。また、地産地消に取り組む企業と連携し、

   更に県民にアピールをしていくこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
 地産地消推進事業                ２，６４７千円 
 みどりの学校ファームステップアップ推進事業  １，２６０千円 

 

 県産農産物の消費や生産を拡大し、食料自給率を向上させていくためには、県産農

産物の「地産地消」を進めることは極めて重要であると認識しております。 

 特に、学校給食での県産農産物の利用は、学校ファームの取組と連携すること等に

より、食育の推進や地域の伝統的な食文化の理解促進に役立つとともに、農業や農家

が地域で果たしている役割の重要性の理解にも貢献でき、とても有意義なものです。

 こうしたことから、県教育委員会や市町村に対し、学校給食における県産農産物の

一層の利用拡大並びに米飯給食の更なる充実について働きかけてまいります。 
 また、包括連携協定の締結など地産地消に積極的に取り組む企業と連携し、県産農産

物を原料とした商品やメニューの開発・販売、県産農産物を恒常的に取り扱うサポート

店への登録等を推進し、県民に対しアピールしてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 地産地消推進事業                 ２，０７９千円 
 
 県産農産物の消費や生産を拡大し、食料自給率を向上させていくためには、県産農

産物の「地産地消」を進めることは極めて重要であると認識しております。 

 特に、学校給食での県産農産物の利用は、学校ファームの取組と連携すること等に

より、食育の推進や地域の伝統的な食文化の理解促進に役立つとともに、農業や農家

が地域で果たしている役割の重要性の理解にも貢献でき、とても有意義なものです。

 こうしたことから、県教育委員会や市町村に対し、学校給食における県産農産物の

一層の利用拡大並びに米飯給食の更なる充実について働きかけを行いました。 

 また、包括連携協定の締結など地産地消に積極的に取り組む企業と連携し、県産農産

物を原料とした商品やメニューの開発・販売、県産農産物を恒常的に取り扱うサポート

店への登録等を推進し、県民に対しアピールしました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ５５                                                       下水道局 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ２９ 放射線、放射性物質の常時監視体制を確立すること 
    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。 
平成２５年度の対応状況等

 
 流域下水道事業（営業費用、建設改良費） 

うち 下水汚泥に含まれる放射性物質対策費  ３５０，５７８千円 
 
 焼却炉を持ち焼却灰を排出している５箇所の水循環センターにおいて、下水汚泥焼却

灰の放射性物質濃度と同センター敷地境界における空間線量の測定を継続的に実施し、

測定値をホームページで定期的に公表します。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 流域下水道事業（営業費用、建設改良費） 

うち 下水汚泥に含まれる放射性物質対策費  ６２２，４５３千円 
 
 焼却炉を設置し焼却灰を排出している５か所の水循環センターにおいて、下水汚泥と

汚泥焼却灰の放射性物質濃度と同センター敷地境界における空間線量の測定を継続的に

実施しています。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ５５                                                         環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ２９ 放射線、放射性物質の常時監視体制を確立すること 

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。 

平成２５年度の対応状況等

 
  放射線測定体制強化費             １５，９０４千円 
 
 県内に設置した６基のモニタリングポストによる２４時間連続測定を行うととも

に、環境科学国際センターに設置するゲルマニウム半導体検出器による河川水等の環

境試料の測定を行っていきます。 
 また、校庭等における空間放射線量をサーベイメータにより測定していきます。 
 測定結果は、ホームページで公表するとともに、必要に応じて記者発表していきま

す。 
 県ホームページの「放射性物質等への対応」において、引き続き放射性物質等への

対応に関する情報を集約し、啓発に努めます。 
 なお、平成２５年度は衛生研究所のモニタリングポストについて、県庁内に移設（新

設）する予定です。 
 引き続き、県内市町村の状況把握に努めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  放射線測定体制強化費              ５，９７０千円 
 
 県内に設置した６基のモニタリングポストによる２４時間連続測定を行うととも

に、環境科学国際センターに設置するゲルマニウム半導体検出器による河川水等の環

境試料の測定を行いました。 
 また、県内２４箇所の校庭等における空間放射線量をサーベイメータにより測定し

ました。 
 測定結果は、ホームページで公表するとともに、必要に応じて記者発表しました。 
 県ホームページに「放射性物質等への対応」と題したページを設け、放射性物質等

への対応に関する情報を集約し、啓発に努めました。 
 さらに、汚染状況重点調査地域の除染実施計画の進ちょく状況の確認や県内の状況把

握に努めました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 
 
 №５５                                                         企業局  

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ２９ 放射線、放射性物質の常時監視体制を確立すること 

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。 

平成２５年度の対応状況等

 
水道用水供給事業（収益的支出）         ９，６９８千円 

    
県営５浄水場の水道水を測定するための予算を確保してまいります。また、その

結果をホームページで公表する体制を継続してまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
水道用水供給事業（収益的支出）       １２，５４４千円 

  
県営５浄水場の水道水を測定し、その結果をホームページで公表する体制を継続

してまいります。 
 

 



民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ５５                               農林部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ２９ 放射線、放射性物質の常時監視体制を確立すること 
    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。これらの施策のために必要とされ 
   る予算を早急に確保すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  原発事故に係る農畜産物影響調査事業     ５５，９９０千円 

 

  県産農畜産物における放射性物質の分析調査について、適切に実施していきます。

また、規格基準を超えた農産物が判明した場合には、出荷自粛の要請など適切な対応

を行います。 

 

平成２４年度の対応状況等

 
 原発事故に係る農畜産物影響調査事業     ６８，５２７千円 

 

  県産農産物における放射性物質の分析調査について、調査点数を増やす等平成２３

年度と比較して内容を拡充して実施しています。また、暫定規制値を超えた農産物が

判明した場合には、出荷自粛の要請など適切な対応を行っています。 

 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №５６                                                          環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ３０ 災害廃棄物の処理に関して 
   木くず等の可燃性がれきだけでなく、金属等を含む不燃性がれきについても受け

  入れを行うこと 

平成２５年度の対応状況等

 
 災害廃棄物の広域処理については、被災地からの要請に基づいて処理を進めることと

されております。 

 金属等を含む不燃性がれきについては、埼玉県に対する広域処理の要請がありません

ので、受け入れに関する調整を行う予定はありません。 

 岩手県災害廃棄物処理詳細計画によると、震災により発生したがれきのうち、被災地

の仮置場で選別された金属くずについては、全量が岩手県内で業者に売却されます。宮

城県についても同様にリサイクルが進められています。 

 

平成２４年度の対応状況等

 

 埼玉県では、岩手県からの要請に基づき、岩手県北部の野田村から災害廃棄物の木く

ずを受け入れ、県内のセメント３工場でセメントの原燃料として処理を行いました。 
 なお、災害廃棄物の広域処理については、被災地からの要請に基づいて処理を進める

こととされておりますが、金属等を含む不燃性がれきについては、埼玉県に対する広域

処理の要請がありませんので、受け入れに関する調整を行っておりません。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ５７                                                          環境部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ３１ ハイブリッド建機の普及を推進すること 

  現在ハイブリッドトラックの普及は進んでいるが、更なるＣＯ２削減の為、 
 入札の加点に取り入れるなどして、ハイブリッド建機の普及も進めること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 自動車公害監察事業費               ３８，９２７千円 

 

 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律による、建機等のいわゆるオフロ

ード車の段階的排ガス規制を推進するため、引き続き、パンフレット等により建設

事業者等に対し制度の周知を図ってまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 自動車公害監察事業費              ３９，１７８千円 

 

 平成１８年に制定された「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」によ

り、建機等のいわゆるオフロード車についても、段階的に排ガス規制が進められて

おります。 

 県では、パンフレット等により建設事業者等に対し制度の周知を行いました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №５７                                                        県土整備部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ３１ ハイブリッド建機の普及を推進すること 
    現在ハイブリッドトラックの普及は進んでいるが、更なるCO2削減の為、入

札の加点に取り入れるなどして、ハイブリッド建機の普及も進めること。 

平成２５年度の対応状況等

 
引き続き、ハイブリッド建機の推進につきましては、今後もＣＯ２削減の一手段と

して注目していきたいと考えております。 

平成２４年度の対応状況等

 
  総合評価方式では、ハイブリッド建機の所有等を評価項目としておりません。しか

しながら、埼玉県ではＣＯ２削減を目的とした評価項目として埼玉県エコアップ認証

制度を設定しており、ハイブリッド建機を所有することにより、この制度の認証を受

けられるといった間接的な寄与は現在もされていると考えております。 
ハイブリッド建機の推進につきましては、今後もＣＯ２削減の一手段として注目し

ていきたいと考えております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №５７                                                            総務部 

要    望    項    目

 
３ 環境農林委員会関係 
 ３１ ハイブリッド建機の普及を推進すること 
   現在ハイブリッドトラックの普及は進んでいるが、さらなるＣＯ２削減の為、入

  札の加点に取り入れるなどして、ハイブリッド建機の普及も進めること 

平成２５年度の対応状況等

 
 平成２５・２６年度の建設工事競争入札参加資格審査においては、環境への配慮に

関する評価点として、ＩＳＯ１４００１、埼玉県エコアップ認証のほかにエコアクシ

ョン２１認証を加え、いずれかの認証を取得している事業者に加点することとしてお

ります。 
 エコアクション２１認証を評価対象に加えたことでより多くの事業者の環境への

配慮活動を評価し、ひいてはＣＯ２削減にかかるハイブリッド建設機械の利用等を含

めた環境への配慮活動を一層推進することになると考えます。 
 ハイブリッド建設機械を加点対象とすることについては、環境への配慮に関する評価

点の取得状況や当該建設機械の認定状況等を見極めながら、引き続き研究してまいりま

す。 

平成２４年度の対応状況等

 
 平成２３・２４年度の建設工事競争入札参加資格審査においては、環境への配慮に

関する評価点として、ＩＳＯ１４００１又は埼玉県エコアップの認証を取得している

事業者に加点してまいりました。 
 各事業者は、各認証の取得にあたりハイブリッド建設機械を利用するなど、様々な

環境への配慮活動の中でＣＯ２の削減に取り組んでおり、この加点措置によって環境

への配慮活動がさらに推進されるものと考えます。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ５８                                                     産業労働部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 １ 保育所の待機児童ゼロ対策と子育て環境整備 
   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。 

平成２５年度の対応状況等

 
  企業内保育所設置等促進事業費         ６９，６７９千円 
  企業内保育所設置・運営支援事業         ２，０７６千円 
  県庁と企業による共同利用型保育所設置事業    ２，８５７千円 
 
  企業内保育所の整備費等に対する補助を行うとともに、希望する企業にアドバイ 

ザーを派遣し、整備等を支援します。 
また、県自らが周辺企業と企業内保育所を共同運営し、そこで得たノウハウを普 

及することにより共同設置の促進を図ります。 
  

平成２４年度の対応状況等

 
  企業内保育所設置促進事業費          ２５，０００千円 
  企業内保育所共同設置等促進事業費       ４４，５９５千円 
  県庁と企業による共同利用型保育所設置事業   ３６，５４７千円 
 
  企業内保育所の整備費等に対する補助を行うとともに、共同設置を検討している 

企業にアドバイザーを派遣し具体的なアドバイスを行いました。 
  また、県自らが周辺企業と企業内保育所を共同運営し課題の把握やノウハウを蓄 
積するため、県庁舎の一部を活用してモデル保育所を整備しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ５８                                                           福祉部 

要    望    項    目 
 

４ 福祉保健医療委員会関係 

 １ 保育所の待機児童ゼロ対策と子育て環境整備 

   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。 
平成２５年度の対応状況等 

 

保育対策緊急整備事業費        ６，２１８，４１８千円  

保育サービス施設整備事業費 

（駅前等保育ｻｰﾋﾞｽ提供施設開設準備費補助） １４，０００千円 

（認可化移行促進事業費）          １８，０００千円 

（駅前等家庭保育室開設準備費補助）      ７，５００千円 

働くママを応援！埼玉版幼保連携事業費    １５，１２９千円 

マンション内“家チカ”保育所運営支援事業費  ３，４６５千円 

 保育所の整備をはじめ、家庭保育室の開設促進や幼稚園との連携など多様な保育

サービスの提供により保育所等の入所受入枠を拡大し、保育所待機児童の解消を促

進してまいります。 

 家庭的保育事業              ２２，７６６千円 

 家庭的保育改修等事業（保育対策緊急整備事業費の内数）    ９，８０１千円 

    

 保育ママを希望する市町村が積極的に当該事業を活用するよう働きかけるとと

もに、円滑に導入できるよう必要な支援を行ってまいります。 

平成２４年度の対応状況等 
 

 保育対策緊急整備事業費        ４，５２７，４２４千円 

  保育サービス施設整備事業費 

  （駅前等保育ｻｰﾋﾞｽ提供施設開設準備費補助） １４，０００千円 

  （認可化移行促進事業費）          ３０，０００千円 

  （駅前等家庭保育室開設準備費補助）      ７，５００千円 

  

 保育所の整備をはじめ、家庭保育室の開設促進など多様な保育サービスの提供に

より保育所等の入所受入枠を拡大し、保育所待機児童の解消を促進しております。

  

  家庭的保育事業               ４２，２４３千円 

  家庭的保育改修等事業（保育対策緊急整備事業費の内数）   １４，５６４千円 
 

保育ママを希望する市町村が積極的に当該事業を活用するよう働きかけている
ところです。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ５９                                                           福祉部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ２ 放課後児童クラブに対する施策の充実 
   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。 

平成２５年度の対応状況等

 
放課後児童健全育成事業費      ２，９８２，５５８千円 
放課後児童クラブ施設整備費       ４７４，３７２千円 

 
  放課後児童クラブにつきましては、大規模クラブの解消と高まるニーズに応えるた

 め、引き続き空き教室等の利用や新設での放課後児童クラブの整備を積極的に進めて

 まいります。 
  また、障害児を受け入れるために必要な改修や設備の整備等に対し、費用の一部を

 助成し、障害児を受け入れやすい環境の整備をすすめてまいります。 
  なお、障害児受入加算を含めた運営費の助成につきましては、増加するクラブと児

 童数に対応する補助額を措置することが最重要と考えております。 

平成２４年度の対応状況等

 
放課後児童健全育成事業費      ２，８４１，３０６千円 
放課後児童クラブ施設整備費       ４１３，３４０千円 

 
  放課後児童クラブにつきましては、大規模クラブの解消と高まるニーズに応えるた

 め、空き教室等の利用や新設での放課後児童クラブの整備を積極的に進めております。

  また、平成２４年度から施設整備費の中で、障害児を受け入れるために必要な改修

 や設備の整備等に対し、費用の一部を助成し、障害児を受け入れやすい環境の整備を

 すすめております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
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 № ６０                                                  産業労働部  

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ３ 仕事と子育ての両立支援策の整備 
   次世代育成対策支援法の趣旨にのっとり、仕事と子育ての両立支援を充実させ 

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。 

平成２５年度の対応状況等

 

多様な働き方推進事業              ５，６７３千円 

女性のキャリア継続支援事業          ３，２０５千円 

 

   短時間勤務及びフレックスタイム等の多様な働き方を実践する企業を認定し、仕 

事と子育てが両立できる企業の拡大を図るとともに、女性がキャリアを継続できる 

よう女性の昇進意欲の向上ほか、男性も仕事と子育て等の両立ができるようマネジ 

メント層及び男性の意識改革を図ります。 

 
 

平成２４年度の対応状況等

 

多様な働き方推進事業             ３２，１４６千円 

 

   短時間勤務及びフレックスタイム等の多様な働き方を実践する企業を認定する

とともに、短時間勤務の導入・利用促進のために、普及員や職員が県内企業に出

向いて普及啓発に努めるなどして、仕事と家庭の両立支援について理解し、多様

な働き方を実践する企業の拡大に努めました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №６０                                                           総務部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ３ 仕事と子育ての両立支援策の整備 

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。 

平成２５年度の対応状況等
 
 男性職員の育児参加を一層促進するため、引き続き、子の出生時における休暇及び育児

休業制度の周知を図るとともに、子育てのための休暇取得プログラムに基づく面談の実施

を徹底してまいります。 

あわせて、会議や研修等の機会をとらえ、各職場に対して、職員が育児休業等を取得

しやすい職場環境づくりを行うよう、徹底してまいります。 

また、男性職員の子育て意識の醸成を図りながら、育児休業の取得促進について、機会

あるごとに、職員に対し周知するなど、積極的に対策を講じてまいります。 

平成２４年度の対応状況等
 

「取るぞ育休！目指せイクメン！」キャンペーンを展開し、男性職員の育児休業の取

得を一層推進するため、対象となる男性職員に対して、育児休業の取得を促しておりま

す。加えて、男性職員の子育てを応援する職場環境を醸成するため、ポスターの掲示や

「子育てイクメンマーク」を活用したりするなど、全庁を挙げて男性の育児休業取得を

推進しております。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ６１                                                         教育局 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ４ 子ども達を虐待から守る体制整備  
     子ども達を虐待からしっかりと守るため、学校現場や医療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。

平成２５年度の対応状況等

 
子どもを虐待から守る学校づくり事業     ２５２千円 

 
 学校現場等において児童虐待の兆候を見逃すことがないようにするために、その力量

を高める研修会の実施、児童虐待防止啓発資料の配布等、総合的に推進してまいります。

・「児童虐待対応研修会」：児童虐待に対し学校での早期発見、早期対応に資する研修

・「児童虐待アフターケア研修会」：児童養護施設と学校の一層の連携を図る研修 
・「児童虐待のない社会を！」：保護者や地域対象の啓発資料 
 
家庭教育支援推進事業          ３，０５０千円 

 
家庭の教育力の向上を図るため、親が親として育ち、力をつけるための「親の学習」

などの家庭教育支援を推進してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
子どもを虐待から守る学校づくり事業     ２５２千円 

 
学校現場等において児童虐待の兆候を見逃すことがないようにするために、その力量

を高める研修会の実施、児童虐待防止啓発資料の配布等、総合的に推進しております。

・「児童虐待対応研修会」：小・中・高・特別支援学校教職員 １１２３人参加 
・「児童虐待アフターケア研修会」：教職員、市町村教委職員、児童養護施設職員 

９５人参加 
・「児童虐待のない社会を！」：保護者や地域対象の啓発資料の配布 
 
家庭教育支援推進事業          ７，０８１千円 

 
家庭の教育力の向上を図るため、親が親として育ち、力をつけるための「親の学習」

などの家庭教育支援を推進しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №６１                                                          福祉部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
  ４ 子ども達を虐待から守る体制整備 
    子ども達を虐待からしっかりと守るため、学校現場や医療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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 市町村児童相談体制強化事業     ３４，０６７千円 
 児童相談所費           １１５，９６０千円 
児童相談所一時保護所費      １６３，６９８千円 
児童虐待ケア対策強化事業費     ８１，５７９千円 
児童相談所機能強化事業       ９６，８４２千円 

 
 県では、増加傾向にある児童虐待相談に対して迅速に対応し、虐待の深刻化の防止 
と児童虐待防止を図るため、児童相談所の体制強化に引き続き取り組みます。 

  また、市町村の児童相談能力向上のため職員の研修にも引き続き取り組んでまいり 
ます。 

平成２４年度の対応状況等

 
  市町村児童相談体制強化事業     ３５，０２０千円 
  児童相談所費           １２３，４１７千円 
  児童相談所一時保護所費      １６０，１５４千円 
   児童虐待ケア対策強化事業費     ６２，８０２千円 
  児童相談所機能強化事業       ８２，５３６千円 
 

 県では、増加傾向にある児童虐待相談に対して迅速に対応し、虐待の深刻化の防止 
と児童虐待防止を図るため、児童相談所の体制強化に取り組んでおります。 
また、市町村の相談体制強化を図るための研修も実施しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ６２                                                        福祉部 

要    望    項    目 
 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ５ 障がい者自立支援策の強化 
   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。 
 
 

平成２５年度の対応状況等 
 
  障害者施設等自立支援給付費   １２，６４３，５００千円 
 
  通所事業所等の障害福祉サービスに係る自立支援給付費の一部を負担します。 
  なお、小規模作業所などの法定外施設については、安定した運営ができるよう障害

 者自立支援法に定める施設に移行しました。 
  
  地域活動支援センター助成費      ２７２，７３５千円 
 
  地域活動支援センターに対し、その運営費の一部を補助します。 
 
  障害者就労施設支援事業費        ２５，０３６千円 
 
  一般企業への就労が困難な障害者に働く喜びや生きがいを持っていただくため、障

 害者就労施設を支援し、工賃の向上を図ります。 
 
  障害者就労施設・シニア世代連携事業費  １６，３１１千円 
 
  シニア団体が障害者就労施設に対し、収益性のある授産事業に転換するための商品

 開発、販路拡大などの総合的な支援を行い、新しいビジネスモデルを構築します。 
 

平成２４年度の対応状況等 
 
  心身障害者地域デイケア施設助成費   ４４４，６４６千円 
 
  地域活動支援センター（地域デイケア型）等に対し、その運営費等を補助しました。

 
 



 
  障害者施設等自立支援給付費   １２，４９１，７１６千円 
 
  小規模作業所などの法定外施設については、安定した運営ができるよう法定施設に

 移行を進めました。 
 
  地域活動支援センター（精神小規模型）運営費補助 ４２，０４０千円 
 
  地域活動支援センター(精神小規模型)に対し、その運営費等の一部を補助しました。

 
  工賃倍増支援事業費           １２，７６２千円 
 
  一般企業への就労が困難な障害者に働く喜びや生きがいを持っていただくため、障

 害者就労施設を支援し、工賃の向上を図りました。 
 
  障害者就労施設・シニア世代連携事業費    ５０，２００千円 
 
  シニア団体が障害者就労施設に対し、収益性のある授産事業に転換するための商品

 開発、販路拡大などの総合的な支援を行いました。 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №６３                                                            福祉部 

要    望    項    目 
 
４ 保健福祉医療委員会関係 
 ６ 軽度発達障がい児の支援策について 
   軽度発達障がい児の支援策については、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、将来の就労を意識

し、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（整備中の一ヶ

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。

  
平成２５年度の対応状況等 

 
  発達障害地域支援事業 
  （発達障害児支援人材育成事業）         ２２，６３１千円 
  （子供の発達支援巡回事業）           ４２，９５２千円 
  幼保から小学校へつなぐ発達支援事業       １１，４９６千円 
  発達障害児・者・診療・療育体制整備事業     ６３，４８９千円 
 
  市町村職員や保育所、幼稚園、地域子育て支援センターの職員に対する研修を引

き続き実施し、発達障害児等の早期発見・早期支援を担う人材の裾野を広げます。 
  専門知識を有する者による保育所等への巡回支援も継続して実施してまいりま

す。来年度から障害児通所施設も巡回支援の対象に加える予定です。 
  また、発達障害児等が就学後も適切な支援を継続して受けられるよう、小学校と

保育所等との情報交換の場づくりや小学校教員を対象とした基礎研修及び管理職研

修を新たに実施します。 
  さらに、発達障害児等の診療・療育に一貫して対応できる拠点施設として、医療

型障害児入所施設に医師・看護師等を配置した中核発達支援センター３か所を継続

して運営してまいります。 
  また、地域の障害児通所施設を活用して専門職が療育を行う発達障害児療育事業

を県内４か所で実施します。 
 

平成２４年度の対応状況等 
 
  発達障害児療育事業              １９，６６８千円 
  発達障害地域支援事業 
  （発達障害児支援人材育成事業）        ３３，００８千円 
  子どもの発達支援巡回事業 
  （中核発達支援センター事業）         ４８，７６２千円 
 



 
 
  各市町村で発達障害児・者支援の中核的役割を担う人材を「発達支援マネージャ

ー」として、保育所等で発達障害児等に早期に気づき、適切な配慮や工夫ができる

人材を「発達支援サポーター」として育成する研修を実施しております。 
  また、臨床心理士や作業療法士など、専門知識を有する者が保育所等を巡回し、

発達障害児等への対応方法を保育士等に助言・指導しております。 
  更に、発達障害児の医療・療育の拠点となる中核発達支援センターを県内の西部・

東部・北部の３か所で整備・運営し、医師・看護師等を配置して発達障害の早期支

援体制の充実を図りました。 
  また、障害児通所施設を活用して、専門職が療育を行う発達障害児療育事業を県

内４か所で実施しました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ６４                                                         福祉部 

要    望    項    目 
 
４ 福祉保健医療委員会 
 ７ ケアマネージャー、ホームヘルパー等の処遇改善と資質向上について 
   ケアマネー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 
  ネージャー・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。 
 

平成２５年度の対応状況等 
 
  介護支援専門員連携事業費        １，１２０千円 
   うち、医療・介護連携強化対策事業    ４５０千円 
 
  従来の「介護職員処遇改善交付金」に代わり、平成２４年の介護報酬改定で「介護

 職員処遇改善加算」が設けられました。 
 この加算は、従来とほぼ同様の内容で、研修の実施など、介護保険事業者が職員の

資質向上を図ること等を要件として、介護事業者に対する上乗せ措置が行われるもの

です。 
  今後は各事業所に対し、この制度を積極的に活用するよう、周知してまいります。

  また、介護支援専門員と医師の連携を図り、ケアマネジメントの質の向上を支援す

 るための研修を行ってまいります。 
 

 
平成２４年度の対応状況等 

 
  介護職員処遇改善促進事業費   １，５１９，２３１千円 
  
  介護事業者に対し、平成２４年２・３月サービス分（４・５月支給分）の介護職員

 処遇改善交付金及び平成２４年４月サービス分（６月支給分）以降については、介護

 報酬に上乗せして、介護職員の賃金改善、処遇改善に積極的に取り組んでいます。 
 
  介護支援専門員連携事業費        １，１８０千円 
   うち、医療・介護連携強化対策事業     ５１０千円 
 
   介護支援専門員と医師の連携を図り、ケアマネジメントの質の向上を支援す

  るための研修を行っています。 
 
 



 
  介護人材確保定着推進事業費     ９２，３３０千円 
   うち、介護人材養成研修事業    ２０，４６０千円 
   うち、介護人材定着推進事業    ７１，８７０千円 
 
  介護職員の資質やモチベーション向上のための支援を行っています。 
  また、介護福祉士等の資格を有していながら介護の現場を離れている者を雇用し

 た介護施設等に３か月分の給与を補助し、介護職員の定着支援に取り組んでいま

 す。 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ６５                                                           福祉部 

要    望    項    目 
 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ８ 高齢者や障がい者が孤独に陥らないまちづくりの推進 

 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。 

 
平成２５年度の対応状況等 

 
 支え合いまちづくり推進事業費      １９，８００千円 
 
商店街の空き店舗等を活用したサロン活動などを実施する市町村に補助を行い、

支援が必要な地域住民に対して、ニーズの把握からきめ細やかな対応までを行う総

合的な体制づくりを支援してまいります。 
 

  グループホーム等整備促進事業費    ２１３，１５９千円  

 

障害者支援計画に基づき、グループホーム・ケアホームの設置に係る建設費補助

を積極的に実施してまいります。 
 

  障害者地域生活サポート事業費      ９７，６５０千円 

 

移送サービスや一時預かり等を提供することにより、自立した地域生活と社会参

加を促進してまいります。 
 
また、平成２３、２４年度に実施した「高齢者と地域のつながり再生事業」によ

って整備された集いの場などの拠点整備事業について、その成果を各市町村へ周知

することにより、今後、整備を行う市町村を支援します。 
 
認知症高齢者のグループホームは、認知症の高齢者が住み慣れた地域で生活を継

続できるよう、介護保険法においては、市町村が「地域密着型サービス」として、

指定を行っています。 
設置に当たっては、指定要件に合致するほか、市町村介護保険事業計画と整合す

ることも求められます。市町村から指定に関する相談があれば必要な助言を行って

いきます。 
 
 

 
 



 
平成２４年度の対応状況等 

 

 支え合いまちづくり推進事業費      １４，８５０千円 
 
商店街の空き店舗等を活用したサロン活動などを実施する市町村に補助を行い、

支援が必要な地域住民に対して、ニーズの把握からきめ細やかな対応までを行う総

合的な体制づくりを支援しています。 
 

  グループホーム等整備促進事業費    ３０６，５００千円  

 

グループホーム・ケアホームの設置に係る建設費補助を実施しました。 
 

  障害者地域生活サポート事業費      ９７，６５０千円 

 
移送サービスや一時預かり等を提供することにより、自立した地域生活と社会参

加を促進してまいりました。 
 

  高齢者と地域のつながり再生事業    ３９５，５６４千円 

 

国の介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金を活用した高齢者と地域のつなが

り再生事業を実施し、この中で地域活動の拠点整備を行う市町村を支援しました。

 

認知症高齢者のグループホームは、認知症の高齢者が住み慣れた地域で生活を継

続できるよう、介護保険法においては、「地域密着型サービス」として、指定権限

が市町村に設定されています。 
平成２４年度からの第５次介護保険事業計画において、地域の実情に応じた適切

な計画内容とするよう市町村を支援しています。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ６６                                                        保健医療部 

要    望    項    目

  
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ９ かかりつけ医療制度の充実 
   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、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。 

平成２５年度の対応状況等

 
  彩の国地域医療連携推進事業費   
   うち、４疾病地域連携推進事業       ５，０００千円 
  医療連携ネットワークシステム構築費    ２４，６３５千円 
 
  地域医療支援病院を中心として、中核病院からかかりつけ医にわたる地域医療連 
 携を推進するとともに、がん、脳卒中、急性心疾患、糖尿病など主要な疾病に係る 
 医療連携体制を構築してまいります。 
  また、利根保健医療圏においては、「地域医療再生計画」をもとに、かかりつけ 
 医カードの普及を図るとともに、医療連携ネットワークシステムの整備を進め、地 
 域の中核的医療機関とかかりつけ医との連携を深めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  彩の国地域医療連携推進事業費        ７，０００千円 
  医療連携ネットワークシステム構築費   １９０，５６１千円 
 
  地域医療支援病院を中心として、中核病院からかかりつけ医にわたる地域医療連 
 携を推進するとともに、第５次埼玉県地域保健医療計画に基づいて、がん、脳卒中、

 急性心疾患、糖尿病など主要な疾病に係る医療連携体制を構築しております。 
  また、利根保健医療圏においては、「地域医療再生計画」をもとに、かかりつけ 
 医カードの普及を図るとともに、地域の中核的医療機関とかかりつけ医との連携を 
 深めるため、医療連携ネットワークの整備を進めております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №６７                                                      保健医療部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 １０ 病病連携の充実 
   「救命救急センター」の機能を十分発揮させるために、救急患者を受け入れる 
  ベッドを常時確保するよう、病状が安定した患者を受け入れる民間一般病院との 
  病病連携を強化すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  彩の国地域医療連携推進事業費 
   うち、４疾病地域連携推進事業       ５，０００千円 
  医療連携ネットワークシステム構築費    ２４，６３５千円 
 
  救命救急センターに入院した患者について、病状が安定した後に院内の一般病棟 
 への転床や他の病院の一般病棟への転院を円滑にできるよう、院内における連携体 
 制や救命救急センターを有する病院と後方支援病院との連携強化を促進してまいり 
 ます。 
  地域医療支援病院を中心として、中核病院からかかりつけ医にわたる地域医療連 
 携を推進するとともに、がん、脳卒中、急性心疾患、糖尿病など主要な疾病に係る 
 医療連携体制を構築してまいります。 
  また、利根保健医療圏においては、「地域医療再生計画」をもとに、かかりつけ 
 医カードの普及を図るとともに、医療連携ネットワークシステムの整備を進め、地 
 域の中核的医療機関とかかりつけ医との連携を深めてまいります。 
  さらに、平成２５年度からスタートする第６次埼玉県地域保健医療計画を実施す 
 る中で、救命救急センターの病床やその後方病床となる回復期リハビリテーション 
 病床等の整備を図ってまいります。

平成２４年度の対応状況等

 
 彩の国地域医療連携推進事業費         ７，０００千円 
 医療連携ネットワークシステム構築費    １９０，５６１千円 
 

 救命救急センターに入院した患者について、病状が安定した後に院内の一般病棟 
への転床や他の病院の一般病棟への転院を円滑にできるよう、院内における連携体 
制や救命救急センターを有する病院と後方支援病院との連携強化を促進しています。

  地域医療支援病院を中心として、中核病院からかかりつけ医にわたる地域医療連 
 携体制を推進するとともに、第５次埼玉県地域保健医療計画に基づいて、がん、脳 
 卒中、急性心疾患、糖尿病など主要な疾病に係る医療連携体制を構築しております。

  また、利根保健医療圏においては、「地域医療再生計画」をもとに、かかりつけ 
 医カードの普及を図るとともに、地域の中核的医療機関とかかりつけ医との連携を 
 深めるため、医療連携ネットワークの整備を進めております。



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ６８                                                      保健医療部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 １１ 医師不足、看護師不足の解消に向けて 
    埼玉県の深刻な医師不足に備えるため、県立医科大学創設などを含めたあらゆ

る施策を講じること。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、

様々な再研修制度に対する支援を行うこと。また、全国平均より高い看護師の離

職率改善に向けて取組みを強化すること。医師・看護師の負担軽減のためにも、

いわゆる「コンビニ受診」の自粛を求める取組強化に努めること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  埼玉県総合医局機構運営事業費          ４０，１９２千円 
  医師確保対策促進事業費             ６３，４４０千円 
  医学生・研修医誘導定着促進事業費       ２５４，５４８千円 

 周産期医療体制整備費 
  うち、周産期母子医療センター医師緊急確保事業 ５２，０００千円 
 救急医療対策費 
  うち、救命救急センター医師緊急確保事業    ５７，２００千円 
看護職員就業支援事業費             １４，２０４千円 
看護師職場復帰支援事業費            ９８，１９７千円 

  看護師等就労環境改善施設整備費         ８２，１３１千円 
病院内保育所運営費              ２８２，４１７千円 
小児救急電話相談事業費             ８１，７２５千円 
小児救急環境整備推進事業費 
 うち、医師派遣事業              ２４，９９２千円 
 うち、こどもの健康、みんなで支え愛事業     １，４７９千円 
 

  医師を安定的に確保するため、新たに埼玉県総合医局機構としての取組を段階的 
 に開始し、県外から研修医、指導医等の誘導・定着を図ります。 
  また、特定診療科や医師不足地域の病院勤務医の確保を進めるため、臨床研修 

 医や後期研修医に対する研修資金の貸与及び地域枠医学生や県外大学の医学部に

 進学する学生に対する奨学金の貸与を実施します。 

  女性医師に対する支援としては、女性医師就業支援相談窓口を設置し、退職女

 性医師を対象とした復職支援を実施します。 

  加えて、過酷な労働環境にある周産期母子医療センターや救命救急センターの

 勤務医の負担軽減を図るため、病院が新たに非常勤医師を雇用する場合に助成を

 行います。 

    

  



 
  退職看護職員に対しては、「埼玉県ナースセンター」で無料の職業相談・紹介を 
 行い、継続的に再就業を支援してまいります。また、職場復帰を促進するために、 
 看護に関する最新の知識及び技術の習得を支援する講習会を実施します。さらに、 
 ブランクのある看護職員が安心して職場復帰できるよう、復職とブランクを埋める 
 ための職場研修をセットにした事業に取り組んでまいります。 

  病院内保育所の整備・運営支援や看護師宿舎の整備支援を行うことで看護師の

 就労環境を改善し離職率改善を図ります。 

  また、小児救急電話相談窓口を設置することにより子供の休日・夜間における突 

 発的な傷病に対する保護者の不安を解消するとともに、子供の急病等に役立つ知識 

 の普及啓発を行い、適切な受診行動を誘導し、救急医療機関の負担を軽減します。 

平成２４年度の対応状況等

 
  医師確保対策促進事業費           ６９，２１４千円 
  医学生・研修医誘導定着促進事業費     ２０９，８００千円 
 女性医師就業支援対策費            ６，５６４千円 
看護職員就業支援事業費           １２，４５７千円 
看護師職場復帰支援事業費          ９８，１７７千円 

  看護師等就労環境改善施設整備費      ３８３，６７８千円 
病院内保育所運営費            ３０２，７８０千円 
小児救急電話相談事業費           ４６，８７２千円 
小児救急環境整備推進事業費 
 うち、こどもの健康、みんなで支え愛事業   ２，３８５千円 

 
小児科・産科・救命救急センターなどの特定診療科や医師不足地域の病院勤務医 

 の確保を図るため臨床研修医や後期研修医に対する研修資金の貸与及び地域枠医学 

 生や県外大学の医学部へ進学する学生に対する奨学金の貸与を実施しています。 

  退職看護職員に対しては、「埼玉県ナースセンター」で無料の職業相談・紹介を 
 行い、継続的に再就業を支援しました。また、職場復帰を促進するために、看護に 
 関する最新の知識及び技術の習得を支援する講習会を実施しました。さらに、ブラ 
 ンクのある看護職員が安心して職場復帰できるよう、復職とブランクを埋めるため 
 の職場研修をセットにした事業に取り組みました。 
  病院内保育所の整備・運営支援や看護師宿舎の整備支援を行うことで看護師の

 就労環境を改善し離職率改善を図りました。 

  また、小児救急電話相談窓口を設置することにより子供の休日・夜間における突 

 発的な傷病に対する保護者の不安を解消するとともに、子供の急病等に役立つ知識 

 の普及啓発を行い、適切な受診行動を誘導し、救急医療機関の負担を軽減していま 

 す。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №６９                                                       保健医療部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 １２ 小児科医料存続の支援とＮＩＣＵ整備の充実 
    NICUを含めた小児科医療存続の支援をはかるとともに、現在150床を目標 
   に整備を進めているNICU整備を目標達成に向け、より積極的に進めること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  医学生・研修医誘導定着促進事業費     ２５４，５４８千円 
  医師確保対策促進事業費           ６３，４４０千円 
  救急・周産期医療従事者処遇改善事業費   １２１，００１千円 
  さいたま新都心医療拠点整備事業費       ７，９９１千円 
  救急・小児救急・周産期医療施設整備事業費  
   うち小児救急・周産期医療体制の整備    ２１，３３８千円 
  周産期医療体制整備費           ６２６，３５５千円 
 
 
  さいたま新都心医療拠点整備のほか、NICUを整備する医療機関に対し必要な経 
 費を補助するなど、引き続き、NICU整備の推進と小児科医療存続の支援を図って 
 まいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  総合周産期母子医療センター施設・設備整備事業費 
                       ７５３，０７２千円 
  救急・周産期医療従事者処遇改善事業費   １２１，００１千円 
  周産期医療体制整備費           ４９６，４２７千円 
  医師確保対策促進事業費           ６９，２１４千円 
  医学生・研修医誘導定着促進事業費     ２０９，８００千円 
   
  平成２５年度春完成を目途にNICUの大幅増床を行うための総合周産期母子医療 
 センター施設・設備整備事業を実施するなど、NICU整備の推進と小児科医療存続 
 の支援を図っております。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ７０                                                           病院局 

要    望    項    目

 
 ４ 福祉保健医療委員会関係 
  １３ 安心・納得の医療に向けて 

 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図ること。特に県立

病院においては率先してインフォームドコンセントを徹底すること。 

平成２５年度の対応状況等

 

 県立病院においては、インフォームドコンセントを行うに当たって、医療スタッフと

患者さん・御家族との間に信頼関係を築けるよう丁寧に行っております。 

 今後も丁寧なインフォームドコンセントを行い、患者さんや御家族の希望に沿える医

療の提供に努めてまいります。 

 

平成２４年度の対応状況等

 
 県立病院においては、インフォームドコンセントを行うに当たっては、医療スタッフ

と患者さん・御家族との間に信頼関係を築けるよう丁寧に行っております。 

 丁寧なインフォームドコンセントを行い、患者さんや御家族の希望に沿える医療の提

供に努めております。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ７０                                                    保健医療部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 １３ 安心・納得の医療に向けて 
    患者への説明責任やセカンドオピニオン制度の普及啓発をはかること。 
    特に県立病院においては、率先してインフォームドコンセントを徹底するこ 
   と。 

平成２５年度の対応状況等

 
  安心と安全の医療情報提供事業費        １３，７４４千円 
 
 県民が納得して医療を受けられるよう、引き続きインフォームドコンセントやセ 
カンドオピニオンの普及を推進します。 
 また、県民からの医療に関する専門的な相談にも応じられるよう、医療安全相談 
窓口の充実に努めます。 

平成２４年度の対応状況等

 
  安心と安全の医療情報提供事業費        １４，７６２千円 
 
 県民が納得して医療を受けられるよう、引き続きインフォームドコンセントやセ 
カンドオピニオンの普及のため、県医師会や保健所と協力して「患者さんのための 
３つの宣言」事業の普及を促進しました。 
 また、県民からの医療に関する専門的な相談にも応じられるよう、医療安全相談 
窓口に非常勤の医師を配置（月１～２回）し、相談体制の充実に努めました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 

 № ７１                             保健医療部 
要    望    項    目

 

４ 福祉保健医療委員会関係 

 14 がん対策 

   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。全国平均と比べて依然として少ない緩和ケア病棟病床数の

充実を図ること。がん対策を担当する係を設置し、責任を明確化して施策推進に努

めること。 

平成２５年の対応状況等



 

  がん対策総合推進事業        ３２，８０８千円 

   うち 地域がん登録事業        １７，３４２千円 

   うち 官民連携受診率向上事業      １，８２０千円 

   うち 県民受診行動化事業        ２，１１０千円 

   うち 精密検査受診率向上事業        ２８０千円 

   うち 検診精度向上事業         ７，３１４千円 

 

  女性のためのがん対策推進事業    ３０，１９２千円 

   うち 女性がん検診への関心向上促進事業 ２４，５９２千円 

   うち 女性がん検診環境・質向上促進事業  ３，０００千円   

 

 地域がん登録の本格稼働を受け、効果的なデータ集約、適切なデータ処理に務めると

ともに、医療機関及び県民の理解、協力を働きかけます。 

 がん検診の重要性について、公開講座、フォーラム等を通じて普及啓発に努め、検診

受診につながるよう働きかけます。 

 また、「がん啓発・がん検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する協定」を締結し

た各社とは、引き続き連携・協力しながら啓発活動を図ります。 

なお、新たな企業、各種団体にも啓発活動への協力を呼びかけ、連携を図りながら、

更なるがん検診の受診率向上に向けた取組に努めます。 

さらに、市町村が実施するがん検診の精度の向上にむけ、検診結果の整理、分析を行

うとともに、検診従事者の資質及び技能の向上を図り、がん検診が充実したものとなる

よう支援します。 

がん対策は、庁内他部局に関わるなど多岐にわたるものであることから、がん対策推

進計画の進行管理を通じ施策推進に努めます。 

 

がん医療提供体制整備費         ６３，０００千円 
 
  がん診療連携拠点病院では、「相談支援センター」の相談体制を充実し、相談者 
 の抱える不安や悩み、疑問の解消に努めてまいります。 
  県立がんセンターが作成したがん診療に係る地域連携クリティカルパスを共有し、

 県内全域で運用を行い、高度専門医療機関と在宅療養支援診療所など地域医療機関 
 との連携体制の構築を進めてまいります。 
  また、がん診療連携拠点病院において、地域の医療機関の医療従事者も参加する 
 合同カンファレンスを定期的に開催してまいります。 
  第６次地域保健医療計画においても、緩和ケア病棟を地域医療に必須の医療機能 

と位置付け、優先的に病床の整備を進めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等



 

  がん対策総合推進事業        ４４，６１７千円 

   うち 地域がん登録事業        ２３，６８９千円 

   うち 官民連携受診率向上事業      ４，２５７千円 

   うち 県民受診行動化事業        ２，７３５千円 

   うち 精密検査受診率向上事業        ４０５千円 

   うち 検診精度向上事業         ９，２８９千円 

 

 地域がん登録の本格稼働を受け、効果的なデータ集約、適切なデータ処理に務めると

ともに、医療機関及び県民の理解、協力を働きかけました。 

 がん検診の重要性について、公開講座、フォーラム等を通じて普及啓発に努め、検診

受診につながるよう働きかけました。 

 また、「がん啓発・がん検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する協定」を新た２

企業・６団体と締結し各企業・団体と連携・協力し、がん検診受診推進サポーターの養

成などのがん検診の受診率向上に向けた取組を実施しました。 

 市町村が実施するがん検診の精度の向上にむけ、検診結果の整理、分析を行うとと

もに、検診従事者の資質及び技能の向上を図り、がん検診が充実したものとなるよう

支援しました。 

がん対策は、庁内他部局に関わるなど多岐にわたるものであることから、がん対策推

進計画の進行管理を通じ施策推進に努めました。 

 

がん医療提供体制整備費         ６３，０００千円 
 
  がん診療連携拠点病院では、「相談支援センター」を設置し、看護師や社会福祉 
 士などの資格を持ち、専門研修を受けた相談員を配置し、患者や家族のがんに対す 
 る不安や疑問の相談に応じております。 
  県立がんセンターが作成したがん診療に係る地域連携クリティカルパスを共有し、

 県内全域で運用を行い、高度専門医療機関と在宅療養支援診療所など地域医療機関 
 との連携体制の構築を進めております。 
  また、がん診療連携拠点病院において、地域の医療機関の医療従事者も参加する 
 合同カンファレンスを定期的に開催しております。 
 第５次地域保健医療計画において緩和ケア病棟を地域医療に必須の医療機能と位 
置付け、優先的に病床の整備を進めております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №７２                                                         保健医療部 

要    望    項    目

  
４ 福祉保健医療委員会関係 
 １５ 周産期母子医療センターの整備 
    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。また、母体搬送コーディネーターが機動的に 
   対応できる基盤を整えること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  医学生・研修医誘導定着促進事業費        ２５４，５４８千円 
  医師確保対策促進事業費              ６３，４４０千円 

救急・周産期医療従事者処遇改善事業費      １２１，００１千円 
  さいたま新都心医療拠点整備事業費          ７，９９１千円 
  救急・小児救急・周産期医療施設整備事業費  
    うち小児救急・周産期医療体制の整備      ２１，３３８千円 
  周産期医療体制整備費              ６２６，３５５千円 
   
  周産期医療施設の施設整備や運営に係る支援を実施するほか、医師の確保や地域 
 偏在解消のための事業を実施することで、引き続き、周産期医療体制の充実・拡充 
 に努めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  総合周産期母子医療センター施設・設備整備事業費 ７５３，０７２千円 
  救急・周産期医療従事者処遇改善事業費      １２１，００１千円 
  周産期医療体制整備費              ４９６，４２７千円 
  医師確保対策促進事業費              ６９，２１４千円 
  医学生・研修医誘導定着促進事業費        ２０９，８００千円 
 
  平成２５年春完成を目途にNICUの大幅増床を行うための総合周産期母子医療セ 
 ンター施設・設備整備事業を実施するなど、引き続き、周産期医療施設の運営や施 
 設整備等に係る支援を実施し、周産期医療体制の充実・拡充に努めております。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №７３                                                   保健医療部  

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 １６ 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、ゲートキーパーの

   養成を図ること。 

平成２５年度の対応状況等
 
  自殺予防総合対策事業費          １，４０５千円 
  埼玉県自殺対策緊急強化基金事業費   １３５，５９４千円 
   
  自殺対策研修事業として「かかりつけ医うつ病対応力向上研修」を実施するととも

 に、埼玉県自殺対策連絡協議会を開催するなど、自殺対策の推進を図ります。 
  また、電話や対面による相談体制の充実やゲートキーパーの養成を図り、自殺対 
 策を実施する民間団体に必要な補助を行います。 
  さらに、医療機関と協働し自殺未遂者に対する支援や児童生徒を対象とした「命の

 大切さ」の教育支援に係る事業を推進します。 

 

平成２４年度の対応状況等

 
  自殺予防総合対策事業費          １，９３４千円 
  自殺対策緊急強化基金事業費      １５３，７８６千円 
  
   
  自殺対策研修事業として「かかりつけ医うつ病対応力向上研修」を実施するととも

 に、埼玉県自殺対策連絡協議会を開催し、医療関係者や民間団体との連携・協力体制

 を整えました。 
  また、自殺対策を実施する民間団体と協働し、電話や対面による相談体制の充実を

 図るとともに、市町村に対し必要な補助を行い自殺予防の普及啓発やゲートキーパー

 の養成を支援しました。 
  さらに、うつ病の診療・支援基盤を強化する事業や児童生徒を対象とした「命の大切

 さ」の教育支援に係る事業を行いました。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ７４                                                           福祉部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 １７ 介護保険事業所の指導監督にあたる職員の資質向上 

   各事業所が介護サービスの質の向上を図るためには、きめの細やかな実地指導が

  求められ、その指導の回数を増やすべきと考える。実りある指導のためにも、指導

  にあたる職員数の充実と、資質の向上をはかること。 

 

平成２５年度の対応状況等

 
  職員の資質の向上については、引き続き各種研修会の活用や毎週全員で行う検討会

 における職務知識の習得などにより、きめ細やかな実地指導のできる人材の養成を図

 ります。 
  職員数の充実については困難な部分もありますので、現在の体制の中で、例えば苦

 情通報のあった事業所への重点的な指導など、メリハリのある効率的な指導方法によ

 り、引き続き実地指導回数の確保を図ります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  職員の資質の向上については、年度当初に新任職員研修会の実施、毎週１回研修を

 兼ねた検討会の開催、国の研修への参加、公認会計士による財務研修会などにより、

 職員の資質の向上を図りました。また、実地指導は新人とベテラン職員の組み合わせ

 により、２人以上の体制で実施しました。 
  指導方法については、年度当初に、すべての事業所を対象とする集団指導を延べ７

 日間、計１３回実施しました。（参加率９１．８％） 
  また、定例の実地指導に加え、苦情通報のあった事業所への随時指導や改善の進ま

 ない事業所への追指導など、メリハリのある実地指導を実施しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ７５                                                       保健医療部 

要    望    項    目

  
４ 福祉保健医療委員会関係 
 １８ 患者の心のケアに重点を置いた施策の強化 
    チャイルドライフスペシャリストやセラピードッグなど、医療環境にある患 
   者や家族の心理的負担を緩和する施策を強化すること。 
 
    

平成２５年度の対応状況等

 
  がん医療提供体制整備費   ６３，０００千円 
 

 がん患者やその家族の不安軽減などに取り組むため、引き続きがん診療連携拠点 
病院における相談支援センターの運営を支援してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 がん医療提供体制整備費   ６３，０００千円 
 
 がん患者やその家族の不安軽減などに取り組むため、がん診療連携拠点病院にお 
ける相談支援センターの運営を支援しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ７６                                                       保健医療部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 

１９ 国民健康保険 市町村の徴税“２方式”への促進の見直し 
   県は国民健康保険の広域化を目指していることは理解できるが、それに先んじ

て、各市町村において資産割を含めた４方式で行っている事に対し、２方式への転

換を促進する施策を見直すこと。 
 
 

平成２５年度の対応状況等

  
 国民健康保険広域化等支援基金事業費      ７，６５９千円 
    平成２５年度末基金残高見込額  １，２４４，２３９千円 
 
 平成２２年１２月に策定した「埼玉県市町村国保広域化等支援方針」で、市町村国保

の広域化に当たっては、「県内どこに住んでも同じ所得なら同じ保険税」となるよう、

県と市町村との共通認識の下、国保税の賦課は２方式を目指すこととしております。 
 ２方式の導入に当たっては、応能・応益割合の見直しや法定軽減措置の拡大、賦課上

限額の引上げなど、低所得者の負担が急増することのないよう、市町村の取組を支援し

てまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 国民健康保険広域化等支援基金事業費      ８，２３３千円 
    平成２４年度末基金残高見込額  １，２３６，５８０千円 
  
 平成２２年１２月に策定した「埼玉県市町村国保広域化等支援方針」で、市町村国保

の広域化に当たっては、「県内どこに住んでも同じ所得なら同じ保険税」となるよう、

県と市町村との共通認識の下、国保税の賦課は２方式を目指すこととしております。 

 



 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ７７                                                       保健医療部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ２０ 予防医療の充実 

 健康長寿プロジェクトにおいてモデル事業化された事例を徹底研究し、保健師に

よる個別指導の徹底など、予防医療の充実につとめること。また予防医療について

の知識と意識の普及をはかること。 

平成２５年度の対応状況等

 
「健康長寿埼玉」推進事業             ６６，３５５千円 
「健康長寿埼玉」サポーター事業          ２３，３４０千円 
地域・職域連携推進事業               ２，５７１千円 
健康長寿計画推進事業                ２，５５２千円 
 
 
 「健康長寿プロジェクト」の推進に当たっては、モデル都市での事業を随時検証し、

成果を発信してまいります。 
 また、特定健診・特定保健指導を行う保健師等を対象に、生活習慣病に関する研

修を行い、保健指導の質の向上に努めてまいります。 
 さらに県の健康増進計画に基づき、県民の健康づくりの普及啓発を進めてまいり

ます。 

平成２４年度の対応状況等

 
「健康長寿埼玉」推進事業             ９３，２２０千円 
地域・職域連携推進事業               ３，１０１千円 
ヘルシー・フロンティア埼玉推進事業         ３，０７５千円 
 
 「健康長寿プロジェクト」の推進に当たっては、モデル都市での事業を随時検証し、

成果を発信してまいりました。 
 また、特定健診・特定保健指導を行う保健師等を対象に、生活習慣病に関する研

修を行い、保健指導の質の向上に努めてまいりました。 
 さらに県の健康増進計画に基づき、県民の健康づくりの普及啓発を進めてまいり

ました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №７８                                                           福祉部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ２１ 軽度中等度難聴児の補聴器補助における市町村の協力の推進 
    県が導入した軽度中等度難聴児に対する補聴器補助制度の普及をはかるため、

積極的に市町村に対して働きかけること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 身体障害児者補装具費給付等事業費 
  うち、 軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業費   ２，９０６千円 

 
 市町村対象の会議や市町村訪問時など機会を捉えて事業化をするよう働き掛けを継

続して行います。 

平成２４年度の対応状況等

 
  軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業費   ２，９０６千円 
 
 埼玉県難聴児補聴器購入助成事業費補助金交付要綱、同事業実施要綱及び市町村実

施要綱例を作成し、それらを市町村に配付するなどして事業化の促進を図りました。

また、市町村の事業化の状況などを市町村に提供するとともに市町村対象の会議など

機会を捉えて事業化をするよう働き掛けを行いました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №７９                                                           福祉部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ２２ 高齢者が安心して暮らせる施策の強化 
    依然として不足している特別養護老人ホーム整備など、介護基盤の整備を進め

   ること。老老介護問題、老人虐待防止、在宅介護の諸問題など、現代の高齢化社

   会を象徴する問題に積極的に取組むこと。地域住民の保健医療・福祉の砦となる

   地域包括支援センターの機能をさらに充実させること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  特別養護老人ホーム等整備促進事業費   ４，２０７，２７４千円 
 
  県では高齢者支援計画に基づき、介護基盤の計画的な整備を進めるとともに、高齢

 者のニーズにあった質の高いサービスが受けられるよう、介護サービスの充実に努め

てまいります。 
 

平成２４年度の介護保険法改正により、老老介護問題や在宅介護の諸問題に対応し、

 高齢者の在宅生活を支える仕組みとして定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業が創

 設されました。 

  この事業は、１日複数回の訪問と２４時間の随時対応が１か月あたり定額で利用で

 きるため、高齢者の安心感が増すサービスです。 

  平成２４年度に実施したモデル市における成果を踏まえ、ケアマネジャー、地域包

 括支援センター、医療関係者をはじめ多くの方々に説明するほか意見交換を行い、こ

 のサービスの普及促進を図り、高齢化社会の諸問題に積極的に取り組んでまいります。

 
  地域包括支援センター機能強化事業費       ５，２１８千円 

  埼玉県地域包括ケアシステム支援人材バンク事業 ４，６８０千円 
 
  地域包括支援センターの機能強化を図るため、地域包括支援センター職員に対し、

 地域包括ケアシステムを実現するためのコーディネート力の養成などの研修などを引

き続き実施してまいります。あわせて、市町村職員に対しても、支援能力の向上や地

域における課題解決策を検討するための研修などを引き続き実施してまいります。 
  また、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域包括支援センター等が開

 催する地域ケア会議に専門職を派遣するなどして地域支援センターの機能の充実を図

 ります。 
 



平成２４年度の対応状況等

 
  特別養護老人ホーム等整備促進事業費  ３，８３７，６８０千円 
 
  県では高齢者支援計画に基づき、介護基盤の計画的な整備を進めるとともに、高齢

 者のニーズにあった質の高いサービスが受けられるよう、介護サービスの充実に努め

 てまいりました。 
 

  ２４時間介護・看護サービス推進事業費     ５１,６００千円 
  
  平成２４年度の介護保険法改正により、老老介護問題や在宅介護の諸問題に対応し、

 高齢者の在宅生活を支える仕組みとして定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業が創

 設されました。 

  この事業は、１日複数回の訪問と２４時間の随時対応が１か月あたり定額で利用で

 きるため、高齢者の安心感が増すサービスです。このサービスを県内に普及させるた

 め、モデル市を指定し、モデル市を通して事業所開設の準備経費に対する補助を実施

 しました。 

  併せて、モデル市や事業所と事業開設に向けた課題を解決するための検討会を実施

 しました。この検討の結果を県内市町村や事業者などに提供し、サービスの普及を促

 進するなど高齢化社会の諸問題に積極的に取り組みました。 

 
  地域包括支援センター機能強化事業費Ａ       ４１１千円 

  地域包括支援センター機能強化事業費Ｂ     ２，９６９千円 

  

  地域包括支援センターの機能強化を図るため、地域包括支援センター職員に対し、

 地域包括ケアシステムを実現するためのコーディネート力の養成などの研修の充実を

 図りました。 
  あわせて、市町村職員に対しても、支援能力の向上や地域における課題解決策を検

 討するための研修の充実を図るなどして地域支援センターへの支援強化を図りまし

た。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №８０                                                            病院局 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ２３ 県立がんセンター・県精神医療保健センターでの災害時等救急医療 
県立がんセンター・県精神医療保健センターでの災害・大規模事故・事件等で、救急

患者が多数発生した場合の救急医療体制をとること。 

平成２５年度の対応状況等

 
県立がんセンター及び県立精神医療保健センターにおいて、引き続き、入院及び外

来患者を対象として災害時に備えた訓練を実施します。 
また、これに加え、治療の優先度を決めるトリアージ教育を行うなど各種医療職と

事務職による合同訓練を実施してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
県立がんセンターはがん医療に関する高度・専門医療を、県立精神医療センターは

精神医療に関する高度・専門医療をそれぞれ提供しています。 
両病院において、入院及び外来患者を対象として災害時に備えた訓練を実施しまし

た。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №８１                                                          福祉部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ２４ 地域主権一括法に基づく社会福祉施設等の県独自基準について 
    地域主権一括法に基づき、これまで国が定めていた社会福祉施設等の基準を条

   例で定められるようになったが、設備・運営に関する基準については現在の施設

   の数・防災に向けた取り組みなど、埼玉県の現状をしっかり踏まえたうえで、施

   設利用者が利用しやすいよう、柔軟に県独自の基準を定めること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 条例で定められた基準に基づき社会福祉施設等の設備及び運営が適切に行われるよ

う指導・助言してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 社会福祉施設等の設備及び運営等に関する基準については、地域主権一括法に基づ

き本県独自の基準を定めることができます。 
 このため、関係者へのヒアリング、県民コメント、審議会での審議を通じて、福祉

施設を運営する事業者、福祉サービス利用者の団体、市町村など現場を熟知する方か

ら幅広く意見を伺いました。 
 いただいた意見を踏まえて本県独自の基準を盛り込んだ条例案が、平成２４年１２

月定例県議会において可決され、同年１２月２５日（本県独自の基準は平成２５年４

月１日）から施行されました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ８２                                                   保健医療部 

要    望    項    目

 
４ 福祉保健医療委員会関係 
 ２５ タンデムマス法導入後の新生児マススクリーニング事業充実 
   バックアップ用も含めたタンデムマス検査機器台数のさらなる充実と、検査場所

  の拡充など県民が検査しやすい体制をしくこと  

平成２５年度の対応状況等

   
 乳児マス・スクリーニング検査事業費       １９９，９１２千円 
  
  小児医療センターに委託し、事業を実施します。 
  今後も、検査の円滑な実施に向け、引き続き検査機関をはじめ、関係機関との協議

 の場を設け検討して まいります。 
   

平成２４年度の対応状況等

  
 乳児マス・スクリーニング検査事業費       １３５，０７５千円 
 
  県内で生まれた全ての赤ちゃんに対して、出産の入院中に採血を行い、検体を県立

 小児医療センターに送付して検査を行っております。 
  検査の実施は小児医療センターに委託して行われるため、機器整備等は小児医療セ

 ンターが行うものですが、開始するに当たり、実施体制や関係機関との連携等、円滑

 な実施に向けて検討組織をつくり、協議しました。 
  １０月から、県外の検査機関に委託し検査を開始しま 
 した。 
  １２月からは小児医療センターでの検査が開始となり、県内の全産科医療機関・助

 産所から送られた検体を一括して受付け検査を行っております。 
  新生児をもつ保護者及び産科医療機関等においては、より分かりやすい検査体制と

 なっております。 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № ８３                             保健医療部 

要    望    項    目

 

４ 福祉保健医療委員会関係 

 ２６ ひきこもり地域支援センターの設置 

ひきこもりについて悩んでいる本人・家族の支援のため、相談窓口の明確化を

はかるべく、ひきこもり地域支援センターを設置すること。 

平成２５年の対応状況等

  

 ひきこもり対策事業費        ８，１１２千円 

 

 保健所及び精神保健福祉センターにおいて、ひきこもり相談窓口を設置するとともに、

ひきこもり訪問サポーターをひきこもりに悩む家庭に派遣し、家族を支援します。 

 また、ひきこもり地域支援センターの設置について検討します。 

平成２４年度の対応状況等

  

 ひきこもり対策事業費        ８，７１３千円 

 

 保健所及び精神保健福祉センターにおいて、ひきこもり相談窓口を設置するとともに、

ひきこもり訪問サポーターをひきこもりに悩む家庭に派遣し、家族を支援します。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 

 
 
 №８４                                                        産業労働部 

要    望    項    目

 
 ５ 産業労働企業委員会関係 
 １ 県制度融資の充実と中小企業支援策の強化 
   ２４年度末の金融円滑化法終了後の影響を予測し、県制度融資関連の更なる充 
  実に取り組むこと。 
   例えば、企業パワーアップ資金を県制度融資の借換資金の対象にすること。借 
  換資金の融資期間を１０年から１５年に延長する等、十分な対応を図ること。 
   責任共有制度については、現状をしっかりと見ながら、金融機関と保証協会の 
  割合を定めること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 中小企業向け制度融資           融資枠３，６００億円 
 
 経営の安定や事業再生を目的とする経営あんしん資金や企業パワーアップ資金を拡

充するとともに、一定条件を満たす場合は借換資金を再利用できるようにするなど、

金融円滑化法失効後の中小企業の資金繰り支援の充実を図ります。 
 なお、企業パワーアップ資金は、既往借入金の返済にも利用できる資金ですが、企

業の経営改善状況に応じて、再利用（借換え）も可能としております。 
 また、信用保証協会が中小企業からの返済期間延長の申出に柔軟に対応できるよう、

平成２５年度に保証期間が終了する資金について、信用保証協会に対する損失補償期

間を延長します。 
 責任共有制度については、国の信用補完制度改革の動向を注視するとともに、中小

企業の資金調達に支障が生じることのないよう、機会をとらえて国に要望してまいり

ます。 

平成２４年度の対応状況等

 
 中小企業向け制度融資           融資枠４，０００億円 
 
 固定金利としている全ての長期資金の融資利率を０．１％引き下げるとともに、経

営あんしん資金の対象者要件の緩和や小規模事業資金の拡充を図り、厳しい経営環境

にある中小企業の支援を強化しました。 

 



 

 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

№ ８５                           産業労働部 
要   望   項   目 

 
５ 産業労働企業委員会関係 
 ２ 商店街の活性化について 
   大型店・チェーン店が地域の商店に大きなダメージを与えている現状にお

いて、大型店・チェーン店が商工会、商店街等、地域の商工団体に加入し協

力体制を組むことが双方の長期的な発展につながり、地域の活性化をもたら

すよう、ガイドラインの徹底を図ると共に、地域貢献を出店の条件とする条

例の制定を検討すること。商店街活性化事業として毎年様々な事業が予算計

上されるが、県の補助金終了後に継続が難しいものがある。固定のタイムス

パンにとらわれず、事業の内容によっては補助金の期間を伸縮する、補助額

を拡大縮小するなど、個々の事情と事業発展の可能性に則して、柔軟な対応

のできる事業形態にするよう工夫すること。  
 

平成２５年度の対応状況等  
  
  ガイドラインの周知徹底を図ることにより、大型店等の地域商業貢献の促進

に取組んでまいります。 

 

  
  地域商業活性化促進事業のうち  
  次世代人材育成事業             ４，１３６千円  
  地域活動支援事業              ８，４８３千円  
  環境配慮型施設整備事業              ２１，０００千円 
  埼玉県商店街振興組合指導事業費補助金    １，０００千円  
     
  商店街自らが活性化に向けた活動を継続的に実施できるよう、若手商業者を

 対象とした養成塾の開催や地域の若手グループによるワークショップなどを実

 施し、次世代を担う人材の育成を進めます。 
  また、商店街活性化に必要な情報発信や専門家等による助言・指導を行うと

 ともに商店街等を支援する大学、団体等のネットワーク化や地域ニーズとのマ

 ッチングを図ります。  
  さらに、商店街における街路灯のＬＥＤ化などに対する補助を通じて、商店

 街の環境に配慮した取組を支援します。  
  

平成２４年度の対応状況等  
 
  大型店（店舗面積 1,000 ㎡超）及びチェーン店（日本チェーンストア協会通

常会員企業店舗及び（社）日本フランチャイズチェーン協会正会員企業店舗）

に地域商業貢献を求めるガイドラインを平成１９年１０月に策定しました。 

  このガイドラインでは、大型店、チェーン店に対し、 



 

 

 ① まちづくりへの協力 

  ・ 市町村が進めるまちづくり計画等の策定への積極的な参画 

  ・ 地域の祭りや各種行事などへの参加・協力 など 

 ② 商店街、商工団体への参画 

  ・ 商店街、商工団体への加入 

  ・ 共同売出しやイベント等への協力 など 

 を求めています。 

  平成２４年度は、県内に多数出店している大型店、チェーン店の本社、本部

等を訪問し、ガイドラインに沿った対応を求めるとともに、地域貢献の取組を

新設の届出書に記載させるなど、地域商業貢献の促進を図ってまいりました。

  
 
  中心市街地等商店街活性化促進事業費のうち 
  にぎわい商店街づくり支援事業       １４，９６７千円  
  商店街施設整備事業                 １８，０００千円 
  魅力を創造する商店街応援事業        ５，１１５千円  
  埼玉県商店街振興組合指導事業費補助金    １，０００千円  
  商店街等育成事業                          ２，４７４千円 
  元気な個店づくり応援事業            ２０２千円  
  中心市街地活性化マネージャー事業      １，０００千円  
     
  商店街自らが変革を目指す商店街版経営革新計画の作成とそれに基づく事業

 の実施を支援し、商店街の活性化を図りました。また、賑わい等を創出するた

 めのイベントなどへの補助、商業基盤施設の整備に対する補助を通じて、商店

 街等の取組をソフト・ハードの両面から支援しました。 
  また、商店街や個店の抱える課題に対し、専門家等による助言・指導を行う

など、助成事業と一体となった支援を進めました。  
 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №８６                                                         産業労働部 

要    望    項    目

 
５ 産業労働企業委員会関係 
 ３ 経済政策に商工団体等の意見を 
   県が経済政策を検討、決定するにあたって、商工団体をはじめとする各種経済団

  体との十分な意見交換を行うこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
 施策の立案に当たっては、経済団体との意見交換をはじめ、県内中小企業２，２００

社を対象とする「四半期経営動向調査」や企業訪問などを通じて中小企業の実情やニー

ズの把握に努めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 施策の立案に当たっては、経済団体との意見交換をはじめ、県内中小企業２，２００

社を対象とする「四半期経営動向調査」や企業訪問などを通じて中小企業の実情やニー

ズの把握に努めました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ８７                                                         教育局 

要    望    項    目

 
５ 産業労働企業委員会関係 
 ４ 雇用対策のさらなる推進 
   埼玉版ハローワークを最大限有効に機能させ、県内の雇用率アップにつなげるこ

と。独自の取り組みである埼玉ハローワーク特区が、施設周辺の自治体に住む県民

へのサービスに偏ることなく、全県民にとって利用しやすいサービスとなるよう、

機能させること。また、ハローワークにおいては、求人者に対しては県内のさまざ

まな特徴をもった中小企業について、わかりやすくＰＲすること。雇用対策につい

ては、２４年度までの３年間で７万人の雇用を創出すると掲げたが、その取組の検

証を行い、さらなる雇用創出と就労支援に取り組むこと。若者の雇用促進の取組の

ひとつとして、公立高校のインターンシップの実施率をせめて全国平均並みまであ

げること。また本県は障害者雇用率が低いことから、様々な障害の種別の方の雇用

率アップにつながるよう、さらなる補助制度の充実をはかる等により積極的に取り

組み、２５年度には法定雇用率を達成すること。また、県内の中小企業への就労促

進に向け、埼玉県のホームページのトップページに「埼玉県内企業魅力紹介システ

ム」のバナーを掲載するなど、中小企業のＰＲもつとめること。 
平成２５年度の対応状況等

 
 高校生体験活動総合推進事業のうち 

就業体験の推進                  １，０３２千円 
 
 高等学校においては、高等学校長会議等を通じて、インターンシップの意義を説明す

るとともに、実施を働きかけてまいります。また、予算事業として平成２５年度も以下

の取組を実施してまいります。 
○就業体験の推進 
・推進校（３０校）を指定し、年間指導計画に位置付けた就業体験を実施します。

・生徒の保険代と教員の旅費の一部負担の予算措置を行います。 
平成２４年度の対応状況等

 
 高校生体験活動総合推進事業のうち 

就業体験の推進                  １，２０４千円 
 
 高等学校においては、就業体験の充実など、職業観や就業意識を育む教育を推進し、

生徒に「働くことの意味」をしっかりと考えさせるため、以下の事業を実施するなど、

３年間を通してキャリア教育の充実を推進しております｡ 
○就業体験の推進 

   ・推進校（３５校）を指定し、年間指導計画に位置付けて就業体験を実施しており

ます。 
   ・生徒の保険代と教員の旅費の一部負担の予算措置を行っております。 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

                
 № ８７                                                        産業労働部 

要    望    項    目

 

５ 産業労働企業委員会関係 

 ４ 雇用対策のさらなる推進 

 埼玉版ハローワークを最大限有効に機能させ、県内の雇用率アップにつなげること。

ハローワーク特区が施設周辺の自治体に住む県民へのサービスに偏ることなく、全県民

に利用しやすいサービスとなるよう、機能させること。ハローワークにおいては、求職

者に対して県内の様々な特徴をもった中小企業についてわかりやすくＰＲすること。 

 雇用対策については、２４年度までの３年間で７万人の雇用を創出すると掲げたが、

その取組の検証を行い、さらなる雇用創出と就労支援に取り組むこと。 

 様々な障害の種別の方の雇用率アップにつながるよう、更なる補助制度の充実をはか

る等により積極的に取り組み、２５年度には法定雇用率を達成すること。 

 県内の中小企業への就労促進に向け、埼玉県のホームページのトップページに「埼玉

県内中小企業魅力紹介システム」のバナーを掲載するなど、中小企業のＰＲにもつとめ

ること。 

平成２５年度の対応状況等 

  

 中高年齢者就業支援事業費                    ７，３２５千円 

  中高年齢者就業支援事業費(埼玉版ハローワーク)   １３８，９０５千円 

 若者自立支援センター埼玉運営費           １６，４２８千円 

  ヤングキャリアセンター埼玉運営費          １８，０４５千円 

ヤングキャリアセンター埼玉運営費（埼玉版ハローワーク）６６，０９５千円 

 キャリアセンターブランチ等事業費          ４４，０７１千円 

 彩の国仕事マッチングシステム事業           ９，４８８千円 

 障害者雇用サポートセンター運営費          ３５，９２３千円 

 障害者就労支援事業費                １４，８９６千円 

産業人材育成総合支援事業費              ７，８２１千円 

 

ハローワーク特区を活用して設置したハローワーク浦和・就業支援サテライトのサー

ビス機能の拡充等により県全体の雇用率アップを目指します。 

埼玉雇用ニューディールは平成２４年度で終了となります。３年間の取組の検証を行

い、今後の雇用創出・就労支援施策に活かします。 

 障害者雇用サポートセンターによる具体的な雇用提案や各種支援の拡充により、障害

者雇用の促進に取り組みます。 

産業人材育成の総合サイト「彩の国はたらく情報館」により、県内の魅力ある中小企

業を積極的に紹介してまいります。 

 

 

 
 



 

 

平成２４年度の対応状況等

 

中高年齢者就業支援事業費              １１０，５０２千円 

若者自立支援センター埼玉事業費             ７，６７２千円 

 若者自立支援センター埼玉運営費             ８，２１３千円 

  ヤングキャリアセンター埼玉就職支援事業費       ５３，６３１千円 

 ヤングキャリアセンター埼玉運営費           １２，６８４千円 

 キャリアセンターブランチ等就職支援事業        ２８，５４８千円 

 障害者雇用サポートセンター運営費           ３５，５２８千円 

 障害者就労支援事業費                 ２３，８９６千円 

産業人材育成総合支援事業費              １５，２６５千円 
 

ハローワーク特区を活用し、ハローワーク浦和・就業支援サテライトを新たに設置し、

ハローワークと県就業支援サービスの一体的提供による雇用率アップに取り組みまし

た。 

あらゆる政策の横軸に雇用の創出・確保を位置づけ、官民連携で雇用創出を推進する

埼玉県雇用ニューディールを展開しました。 

 ヤングキャリアセンター埼玉及び若者自立支援センター埼玉を拠点として、若年者の

就業を総合的に支援しました。県内２市でキャリアセンターブランチを運営、５市で巡

回相談を実施し、地域における女性や若者の就業を支援しました。 

障害者雇用サポートセンターによる具体的な雇用提案や各種支援により、障害者雇用

の促進に取り組みました。 

 産業人材育成に関する総合サイト「彩の国はたらく情報館」を１０月からリニューア

ルオープンし、県ホームページのトップページにバナーを掲載しました。この情報館か

ら直接アクセスできる「埼玉県内企業魅力紹介システム」において、県内の魅力ある中

小企業を積極的に紹介しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 
 № ８８                                                  産業労働部  

要    望    項    目

 
５ 産業労働企業委員会関係 
 ５ ウーマノミクスの推進 
   ２４年度に設置されたウーマノミクス課の様々な取り組みが、埼玉県の女性そ 

して男性の働きやすい環境づくり、女性の社会参画・起業、女性のキャリア継続 
等、どのような効果をあげているか、数値化を含む検証を行い、よりニーズに沿 
ったサービスの事業予算化を含む取り組みを促進すること。ワークライフバラン 
スを掲げるだけでなく、会社をあげて実践する企業を拡大するための取り組みを 
強化すること。２４年度の「子育て応援宣言」企業認定制度の効果（認定制度を 
設けたことで、実践企業が増加しているか、その実践内容はどうか、他企業もそ 
れにならっているか等）を検証すること。 

平成２５年度の対応状況等

 

多様な働き方推進事業               ５，６７３千円 

女性のキャリア継続支援事業            ３，２０５千円 

 

   短時間勤務及びフレックス等の多様な働き方を実践する企業を認定し、仕事と子 

育てが両立できる企業の拡大を図るとともに、女性がキャリアを継続できるよう女 

性の昇進意欲の向上ほか、男性も仕事と子育て等の両立ができるようマネジメント 

層及び男性の意識改革を図ります。 

 また、事業の効果検証を引き続き行います。 
 

平成２４年度の対応状況等

 

多様な働き方推進事業             ３２，１４６千円 

 

   短時間勤務及びフレックス等の多様な働き方を実践する企業を認定するととも

に、短時間勤務の導入・利用促進のために、普及員や職員が県内企業に出向いて

普及啓発に努めるなどして、仕事と家庭の両立支援について理解し、多様な働き

方を実践する企業の拡大に努めました。 

 また、多様な働き方実践企業として認定した企業を対象に取組の効果等を調査

しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №８９                                                     産業労働部 

要    望    項    目

 
５ 産業労働企業委員会関係 

６ 新しい観光分野の開拓と情報発信について 
  観光基本計画の策定に当たっては、地域資源の掘り起こしを積極的に行うこと。

   権限を持った観光コーディネーターを配置するなど、県がコントロールタワーと

  なって地域間連携を促進すること。 
  東京に隣接する県として、日帰りをメインとする埼玉の観光であるが、宿泊を伴

  う滞在型観光も目指すこと。 
  フィルムコミッションのさらなる充実に努めること 
  観光関連予算の中で大きな割合を占める委託事業については、特定法人、大手特

  定業者を厚遇しないこと。受注機会を拡大し、中小企業にもチャンスを与えること。

 
平成２５年度の対応状況等

物産観光振興費             ３９，０６４千円 

多彩な埼玉観光創造事業          

 うち 埼玉県ロケーションサービス事業    ８３７千円 

「教育旅行のメッカ」埼玉づくり事業    ４，７８０千円 

「食」の観光推進事業          ３８，０６０千円 

産業観光テーマパーク推進事業       ５，０７６千円 

埼玉県観光物産プロモーション事業    ５４，９８６千円 

 
 観光づくり基本計画に基づき、地域特性や観光に対する志向の変化などを踏まえ、市

町村とも連携し、産業、自然、歴史・文化、スポーツ、アニメなどの新たな資源を発掘

してまいります。 
 地域間連携については、観光・物産事業者、流通事業者、市町村、観光協会等と幅広

いネットワークを持つ（社）埼玉県物産観光協会と連携するほか、産業観光テーマパー

ク推進事業において、モデルコースを設定する際に市町村や企業等の関係者を集めた交

流会を開催するなど、地域間連携を促進してまいります。 
 宿泊については、引き続き、県内の旅館等を紹介した宿泊ガイドを配布するほか、観

光公式サイト「ちょこたび埼玉」に、より詳細な宿泊情報を掲載します。また、県外か

らの修学旅行などを誘致し、秩父地域での農家民泊等を進めるため地元と調整し受入体

制の整備を進めるなど、宿泊を伴う観光を促進するよう努めてまいります。 
 フィルムコミッションについては、映画やテレビの制作会社からのロケに関する相談

に対し、ロケ地や関係機関を紹介するなどロケ受入れに積極的に対応するほか、ロケ地

マップを配布し多くの方がロケ地に来ていただくよう努めてまいります。 
 委託事業については、事業の内容に応じて企画コンペを行う場合は、極力公募型とし、



事業者が提案内容を検討する期間も十分とり、参加者がより充実した内容を提案できる

よう配慮してまいります。 
 
 

平成２４年度の対応状況等

 

物産観光助成費             ３１，０１４千円 

新しい埼玉観光の創造事業                          

  うち 埼玉県観光推進計画策定事業    ３，１５０千円 

 うち 埼玉県ロケーションサービス事業    ８３７千円 

「教育旅行のメッカ」埼玉づくり事業    ６，９１０千円 

観光物産ブランド化推進事業       ４３，６２３千円 

  
 観光づくり基本計画においては、地域特性や観光に対する志向の変化などを踏まえ、

産業、自然、歴史・文化、スポーツ、アニメなどの新たな資源を絶えず発掘することと

しています。 
 地域間連携については、観光・物産事業者、流通事業者、市町村、観光協会等と幅広

いネットワークを持つ（社）埼玉県物産観光協会と連携して促進してきました。 
 宿泊については、県内の旅館等を紹介した宿泊ガイドを配布しているほか、観光公式

サイト「ちょこたび埼玉」に、より詳細な宿泊情報を掲載しました。また、県外からの

修学旅行などを誘致し、秩父地域での農家民泊等を進めるため地元と調整し受入体制の

整備を進めるなど、宿泊を伴う観光を促進するよう努めてきました。 
 フィルムコミッションについては、映画やテレビの制作会社からのロケに関する相談

に対し、ロケ地や関係機関を紹介するなどロケ受入れに積極的に対応したほか、ロケ地

マップを配布し多くの方がロケ地に来ていただくよう努めてきました。 
 委託事業については、緊急雇用基金事業が多かったことや観光事業の特殊性などから、

企画コンペによる事業者選定が多い傾向にありました。 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № ９０                                     総務部、産業労働部、会計管理者 

要    望    項    目

 
５ 産業労働企業委員会関係 
 ７ 公契約条例の制定と労働条件審査の導入 
  過度の競争による公共事業の低価格入札が、労働者の賃金や労働条件、工事や作業

 の質の低下など看過できない事態を引き起こしかねないことから、「公契約条例」の

 制定により、労働者の労働条件を守り、公共サービスに一定の質を確保すること。 

平成２５年度の対応状況等

 

 公契約条例の制定については、我が国においては既に労働者保護のため一定の法制度

が整備されておりますことから、現行法制度の厳正な運用により対処すべき問題ではな

いかと考えております。 

 今後とも、労働者の賃金や労働条件が適正に確保されるよう、労働基準法等関係法令

の周知等を行い、引き続き法令遵守の徹底に努めてまいります。 

 

平成２４年度の対応状況等

 

 労働者の賃金や労働条件が適正に確保されるよう、労働基準法等関係法令の周知等を

行い、引き続き法令遵守の徹底に努めてまいりました。 

 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №９１                                                           企業局 

要    望    項    目

 
５ 産業労働企業委員会関係 
 ８ 安全な水道水の供給 
  安全な水を安定して供給すること。事故があった場合の連絡体制と県民へのタイム

リーで正確な情報提供体制を整備すること。 
平成２５年度の対応状況等

 
 水道用水供給事業（送水調整池築造事業）   ２３９，１６８千円 
 
  浄水場が長時間停電するなどして送水ができなくなった場合においても、中継ポン

プ所の先へ送水を可能とする水量を確保することを目的として、中継ポンプ所に送水

調整池（貯水槽）を整備します。 
 
 水道用水供給事業（業務設備整備費）      １５，７５０千円 
         （収益的支出）         ７１，８０８千円 
 
 水質監視地点、監視頻度及び水質検査項目を増加させることにより、突発する河

川水質の異常の早期発見、並びに緊急時における水質検査体制及び連絡体制を強化

します。 
 
 
市町と合同の緊急連絡訓練を継続的に実施することにより、確実な連絡体制を確

保できるようにします。 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等 
  
水道用水供給事業（建設準備費）        ２８，７８４千円 

   
水道供給の安定性の向上のため、備蓄タンク整備に向けた調査を行います。 

   
 
  市町と合同の緊急連絡訓練の実施により、確実な連絡体制を確保できるようにしま

した。 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №９２                                                      産業労働部 

要    望    項    目

 
５ 産業労働企業委員会関係 

９ 企業誘致の推進 
   雇用の確保のため、県内に企業を誘致し、立地が決定した企業への支援を行う

こと。 

平成２５年度の対応状況等

 
 企業立地推進事業                ２４，６８６千円 
 
 企業の立地ニーズの把握に努め、企業誘致を進めるとともに、立地が決定した企業

が円滑に操業できるよう支援してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 企業立地推進事業                ３０，７９６千円 
 
 企業の立地ニーズの把握に努め、企業誘致を進めるとともに、立地が決定した企業

が円滑に操業できるよう支援しました。 

 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 

 № ９３                                                企業財政部・産業労働部 
要    望    項    目 

    
５ 産業労働企業委員会関係 
１０ 格差是正 
    近年、家庭の収入の格差が増大している。県（県関係団体含む）で行う事業 

において、派遣労働で雇用しているものは、直接雇用にすること。税方式の見 
   直しも含め、格差是正に取り組むこと。 

平成２５年度の対応状況等 

 

中高年齢者就業支援事業費                  １２，８３５千円 

中高年齢者就業支援事業費(埼玉版ハローワーク)  １４２，８０３千円 

ヤングキャリアセンター埼玉運営費          ２２，３１７千円 

ヤングキャリアセンター埼玉運営費（埼玉版ハローワーク） ６６，０９５千円 

女性キャリアセンター運営費              １５，４２８千円 
女性キャリアセンター運営費（埼玉版ハローワーク） １５，８６７千円 
すぐに働きたい女性応援プログラム事業費        ６４，０００千円 
女性の再就職支援事業費                ４０，３６３千円 

  

 ハローワーク特区を活用して就業支援サービスの拡充を図り、正社員を希望する求職者

の支援を強化してまいります。 
 派遣労働者等の非正規労働者の労働条件の改善について、今後も国の動向を注視してま

いります。 

 
 民間の高度な専門技術やノウハウを活用することにより、県民サービスの向上が図れる

業務については、民間委託を活用することとしております。 
                平成２４年度の対応状況等 

  

中高年齢者就業支援事業費          １１０，５０２千円 

 ヤングキャリアセンター埼玉就職支援事業費    ５３，６３１千円 

 ヤングキャリアセンター埼玉運営費        １２，６８４千円 

女性キャリアセンター運営費           １７，４６８千円 
すぐに働きたい女性応援プログラム事業費     ６８，４６０千円 

 

 県就業支援施設におけるキャリアカウンリングや職業紹介等のきめ細かいサービスによ

り、正社員を希望する求職者の就職を支援しました。 
 また、本県が国に要望していた労働者派遣法の見直しについて、派遣労働者の保護を目

的とする改正法が平成２４年１０月から施行されました。 
 さらに、有期労働契約者の労働条件を改善する改正労働契約法が平成２４年８月に公布

されています。  



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 
 № ９３                                                          産業労働部 

要    望    項    目 

 
５ 産業労働企業委員会関係  
 １０ 格差是正 
    税方式の見直しも含め、家庭の収入の格差是正に取り組むこと 
    近年、家庭の収入の格差が増大している。県（県関係団体含む）で行う事業 

において、派遣労働で雇用しているものは、直接雇用にすること。税方式の見 
   直しも含め、格差是正に取り組むこと。 

平成２５年度の対応状況等 

 

中高年齢者就業支援事業費                   ７，３２５千円 

中高年齢者就業支援事業費(埼玉版ハローワーク)  １３８，９０５千円 

ヤングキャリアセンター埼玉運営費          １８，０４５千円 

ヤングキャリアセンター埼玉運営費（埼玉版ハローワーク） ６６，０９５千円 

女性キャリアセンター運営費              １５，４２８千円 
女性キャリアセンター運営費（埼玉版ハローワーク） １３，８６４千円 
すぐに働きたい女性応援プログラム事業費        ６４，０００千円 
女性の再就職支援事業費                ４２，５７３千円 

  

 ハローワーク特区を活用して就業支援サービスの拡充を図り、正社員を希望する求職者

の支援を強化してまいります。 
 派遣労働者等の非正規労働者の労働条件の改善について、今後も国の動向を注視してま

いります。 
  
                平成２４年度の対応状況等 

  

 中高年齢者就業支援事業費          １１０，５０２千円 

 ヤングキャリアセンター埼玉就職支援事業費    ５３，６３１千円 

 ヤングキャリアセンター埼玉運営費        １２，６８４千円 

女性キャリアセンター運営費           １７，４６８千円 
すぐに働きたい女性応援プログラム事業費     ６８，４６０千円 

 

 県就業支援施設におけるキャリアカウンリングや職業紹介等のきめ細かいサービスによ

り、正社員を希望する求職者の就職を支援しました。 
 また、本県が国に要望していた労働者派遣法の見直しについて、派遣労働者の保護を目

的とする改正法が平成２４年１０月から施行されました。 
 さらに、有期労働契約者の労働条件を改善する改正労働契約法が平成２４年８月に公布

されています。 
 



民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等 

 

№９４                              産業労働部 
要    望    項    目

 
５ 産業労働企業委員会関係 
 １２ 技能グランプリ、技能五輪全国大会の埼玉開催 
   技能グランプリ及び技能五輪は、技能の重要性と必要をアピールし、技能尊重の

  機運の醸成を図るものである。この二つの大会の地元開催は技能の活性化はもとよ

  り、大きな経済効果が期待されることから、埼玉県で開催するべく積極的な誘致活

  動を行うこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
  技能グランプリ及び技能五輪全国大会の開催は、県内産業の人材育成や競争力アッ

 プ、技能尊重気運の醸成につながるものです。 
  しかしながら、これらの大会を誘致するに当たっては、何よりも開催気運の高まり

 が必要となります。 

  そのため、今後とも誘致に向けた産業界等の動向を見極めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等
 

  技能グランプリ及び技能五輪全国大会に選手団を派遣し、大会規模等の概要を熟知

 している埼玉県職業能力開発協会と協議・調整を図って参りました。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№９５                          危機管理防災部 

要   望   項   目 
 
６ 県土都市整備委員会関係 
 １ 建築物の耐震化をさらに促進させること 
   首都圏直下型地震が想定される中、公民問わず、建築物の耐震化をさらに

  進めるためのあらゆる施策を導入すること。また、県南部の木造密集市街地

  の災害対策についても万全を期すこと。  
 
 
 

平成２５年度の対応状況等  
 
 埼玉県震災予防のまちづくり条例、埼玉県震災対策行動計画に基づき、関係部

局と調整を図り、建築物の耐震化及び密集市街地対策を進めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
 埼玉県震災予防のまちづくり条例、埼玉県震災対策行動計画に基づき、関係部

局と調整を図り、建築物の耐震化及び密集市街地対策を進めてまいりました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №９５                                                        都市整備部 

要    望    項    目

 

６ 県土都市整備委員会関係 

 １ 建築物の耐震化をさらに促進させること 
 
 
 
 
 

平成２５年度の対応状況等

 

  住環境整備総合支援事業費            ２７０千円 

 

  埼玉県住環境整備推進協議会における活動等を通じて、市町村の木造密集市街

 地の整備改善について講習会やアドバイザー派遣などの取り組みを支援します。

  このほか、今後も住宅市街地総合整備事業などの国庫補助金の確保により、防

 災性の向上にむけた市町村の取組を支援してまいります。 
 
 
  住宅・建築物耐震改修促進費       １１５，６７９千円 

 

  多数の者が利用する民間建築物の耐震診断及び耐震改修に対する補助を実施し、 

 建築物の耐震化の促進に努めてまいります。 

 

 

  緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進事業  １５３，９２３千円 

 

  緊急輸送道路沿道の閉塞建築物については、特定行政庁１１市と連携し、建物所 

 有者への個別訪問を実施するなどにより耐震化の促進に努めてまいります。 

  また、国へ耐震化が建物所有者の義務となるよう耐震改修促進法の改正や、耐震 

 診断や改修工事への補助率の拡大について要請してまいります。 

 
 



平成２４年度の対応状況等

 

  住環境整備総合支援事業費             ２７０千円 

 

  埼玉県住環境整備推進協議会における活動等を通じて、市町村の木造密集市街

 地の整備改善について講習会やアドバイザー派遣などの取り組みを支援しました。

  このほか、住宅市街地総合整備事業などの国庫補助金の確保により、防災性の

 向上にむけた市町村の取組みを支援しました。 
 
 
   住宅・建築物耐震改修促進費       １５０，５００千円 

 

  多数の者が利用する民間建築物の耐震診断及び耐震改修に対する補助を実施し、 

 建築物の耐震化の促進に努めています。 

 

 

   緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進事業  １２４，９３９千円 

 

  緊急輸送道路沿道の閉塞建築物については、特定行政庁１１市と連携し、建物所 

 有者への個別訪問を実施し、緊急輸送道路の重要性や建物の耐震化の必要性につい 

 て説明するなど耐震化の促進に努めています。 

  また、国へ耐震化が建物所有者の義務となるよう耐震改修促進法の改正や、耐震 

 診断や改修工事への補助率の拡大について要請しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №９６                                                           環境部 

要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 
 ２ 川のまるごと再生プロジェクトを積極的に進めること 
    川のまるごと再生プロジェクトを市町村と連携を図りながら、積極的に進め、

川の国埼玉にふさわしい美しい水辺づくりを行うこと。また、継続した維持管理

を充実させるため、十分な体制をとること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 共助による川の再生事業費          １０，６２７千円 
 
  川の再生活動の拡大・定着を図るため、川のまるごと再生プロジェクトと連携し、

地域で川の再生活動を行う「川の国応援団」に対する支援を行い、共助による川の再

生を推進していきます。 
 

平成２４年度の対応状況等

 

 共助による川の再生事業費         １３，２９３千円 
 
  民と民との連携を図り、地域の川の守り人の自立自尊の活動を支援するととも

に、次世代の川の守り人の育成を図りました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №９６                                                       県土整備部 

要    望    項    目

 

６ 県土都市整備委員会関係 

２ 川のまるごと再生プロジェクトを積極的に進めること 

川のまるごと再生プロジェクトを市町村と連携を図りながら、積極的に進め、川

の国埼玉にふさわしい美しい水辺づくりを行うこと。また、継続した維持管理を充

実させるため、十分な体制をとること。 

平成２５年度の対応状況等

 

 川のまるごと再生プロジェクト推進費  ２，８００，０００千円 

 

 「川の国埼玉」を実現するため、「清流の復活」「安らぎとにぎわいの空間創出」を

２本柱として、「川の再生」を進めています。川のまるごと再生プロジェクトは市町村

のまちづくりと連携して川の再生を展開します。維持管理についても事業推進と並行

して市町村や地元住民との連携、協働体制について検討します。 

平成２４年度の対応状況等

 

 川のまるごと再生プロジェクト推進費  １，２２０，６７１千円 

 

 平成２４年度からは、川のまるごと再生プロジェクトとして、市町村のまちづくり

と一体となって川の再生を線的、面的に広げる取組にステップアップしました。平成

２４年度に着手した河川では、市町と連携して地元住民などを含めたワーキングチー

ムを設置し、地域の特徴を生かし、かつ維持管理の役割分担も踏まえた川の再生の計

画を検討しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 

 
 №９６                                                           農林部 

要    望    項    目

 

６ 県土都市整備委員会関係 

 ２ 川のまるごと再生プロジェクトを積極的に進めること  

川のまるごと再生プロジェクトを市町村と連携を図りながら、積極的に進め、川の

国埼玉にふさわしい美しい水辺づくりを行うこと。また、継続した維持管理を充実さ

せるため、十分な体制をとること。 

 

 
平成２５年度の対応状況等

 

川のまるごと再生プロジェクト（農業用水）推進費 ７６６，８５０千円 

                         

 「川の国埼玉」を実現するため、「清流の復活」「安らぎとにぎわいの空間創出」を２

本柱として、川の再生を引き続き進めます。平成２５年度は、水辺再生１００プランか

らステップアップさせた新たな「川の再生」の取組をさらに展開します。 

 県民共有の財産である農業水利施設を有効に活用し、地域（施設管理者、地域住民、

ＮＰＯ、市町村、学校等）と連携・協働を図りながら、親水・景観・生態系に配慮した

総合的な整備を積極的に推進します。 

 
  

平成２４年度の対応状況等

 

川のまるごと再生プロジェクト（農業用水）推進費 ２５８，３００千円 

 

  農業水利施設を有効に活用し、地域（施設管理者、地域住民、ＮＰＯ、市町村等）と

連携・協働を図りながら、「清流の復活」、「安らぎとにぎわいの創出」を目指して親水・

景観・生態系に配慮した整備を推進しました。 
 
 

 



 

 

 

        民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №９７                                                      県土整備部 

要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 

３ 人間優先の道路整備計画を 
  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。 
 

平成２５年度の対応状況等

 道路利用者が安心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備を推進してまいります。

 また、自転車と歩行者が輻輳するなど交通安全上対策の必要な箇所につきましては、

自転車と歩行者の通行位置を明示するなど、既存道路を有効に活用して自転車通行空間

の整備を推進してまいります。 

 

 社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費   

  うち 歩道整備                     １，１８８，３００千円 

 地方特定道路（交通安全）整備費           １，０７３，０００千円 

 自転車歩行者道整備費                  ９１３，０００千円 

 交差点整備費                      ３７４，４８０千円 

 バリアフリー安全対策費                 １８６，６３９千円 

 自転車通行環境整備費                   ４０，９６０千円 

平成２４年度の対応状況等 
 道路利用者が安心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備を推進しております。 

 また、自転車と歩行者が輻輳するなど交通安全上対策の必要な箇所につきましては、

自転車と歩行者の通行位置を明示するなど、既存道路を有効に活用して自転車通行空間

の整備を推進しております。 

 

 社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費   

   うち 歩道整備                  １，５９１，１００千円 

 地方特定道路（交通安全）整備費           １，０５５，７５０千円 

 自転車歩行者道整備費                  ４８８，０００千円 

 交差点整備費                      ３５６，０００千円 

 バリアフリー安全対策費                 ２０４，７００千円 

 道路有効活用推進費                    １８，４５８千円 

 自転車通行環境整備費                   ５１，２００千円 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №９８                                                       県土整備部 

要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 
 ４ 圏央道・上尾・本庄道路の整備促進 
   埼玉県の東西を結ぶ大動脈となる圏央道と、それにつながる上尾道路、及び国

道１７号本庄地域の交通の円滑化と地域の活性化を目指す本庄道路の整備促進に

努めること。 

平成２５年度の対応状況等

  
 圏央道、上尾道路、本庄道路の整備促進につきましては、引き続き、機会あるごと

に国に働きかけてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 

 圏央道、上尾道路、本庄道路の整備促進につきましては、「国の施策に対する提案・

要望」や建設促進期成同盟会の要望活動などを通じ、機会あるごとに国に働きかけて

まいりました。  

 

 【圏央道】 

 ８月  ７日 首都圏中央連絡道路建設促進期成同盟会総会(都道府県会館)・要望活動

 ８月３０日 三県知事（埼玉県知事・茨城県知事・千葉県知事）合同緊急要望 

１０月２４日 首都圏中央連絡自動車道建設促進会議総会(砂防会館)・要望活動 
 
 【上尾道路】 

 ９月２８日 上尾道路建設促進期成同盟会要望活動 

    

 【本庄道路】 

１０月３１日 国道１７号(本庄道路)建設促進期成同盟会要望活動 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №９９                                                         下水道局 

要    望    項    目

  
６ 県土都市整備委員会関係 

５ 下水道事業の整備促進 
 全国ワースト１，２位を争う綾瀬川をはじめとする汚染度の高い川を多く持つ本県において、清流

のせせらぎが県民の心をなごませるような県土、名実共に「川の国埼玉」を実現するための対策を強

化すること。河川汚濁原因の７割を占める生活排水の処理が不可欠であることから、普及率100%（目

標年度37年）達成に向け、下水道及び合併浄化槽の整備促進に力を入れること。その際、単年度ごと

に目標を定めその確実な達成に向け、市町村との連携、普及啓発活動を強化し、併せて義務化されて

いる検査の実施率100%に向けた一括契約の推進や市町村への指導権限の移譲など、必要な対策を講じ

ること。 

平成２５年度の対応状況等 
 
 流域下水道事業（建設改良費）    ２２，１８７，０８２千円 
 うち 荒川左岸南部流域下水道事業費  ５，４５５，０５２千円 
    荒川左岸北部流域下水道事業費  １，３８６，８６３千円 
    荒川右岸流域下水道事業費   ７，７１４，８０７千円 
    中 川 流 域 下 水 道 事 業 費   ６，０５６，１８３千円 
    古利根川流域下水道事業費     ９４３，４９５千円 
    荒川上流流域下水道事業費      ９６，８４６千円 
    市野川流域下水道事業費     １６３，３７９千円 
    利根川右岸流域下水道事業費    ３７０，４５７千円 
 

 

 引き続き、下水道の整備を推進してまいります。 
平成２４年度の対応状況等

 
 流域下水道事業（建設改良費）     ２０，３４１，６３４千円 
 うち 荒川左岸南部流域下水道事業費  １１，１０８，８６０千円 
    荒川左岸北部流域下水道事業費     ７３４，３８２千円 
    荒川右岸流域下水道事業費   ３，６６２，８１３千円 
    中 川 流 域 下 水 道 事 業 費   ３，６６１，２６６千円 
    古利根川流域下水道事業費     ６９５，３５０千円 
    荒川上流流域下水道事業費      １０，８３８千円 
    市 野 川 流 域 下 水 道 事 業 費      ３０，３８０千円 
    利根川右岸流域下水道事業費     ４３７，７４５千円 
 
 引き続き、下水道整備の推進に努めています。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ９９                                                             環境部 

要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 
 ５ 下水道の整備促進 

全国ワースト１，２位を争う綾瀬川をはじめとする汚染度の高い川を多く持つ

本県において、清流のせせらぎが県民の心をなごませるような県土、名実共に「川

の国埼玉」を実現するための対策を強化すること。河川汚濁原因の７割を占める

生活排水の処理が不可欠であることから、普及率１００％（目標年度３７％）達

成に向け、下水道及び合併処理浄化槽の整備促進に力を入れること。その際、単

年度ごとに目標を定めてその確実は達成にむけ、市町村との連携、普及啓発活動

を強化し、合わせて義務化されている検査の実施率１００％に向けた一括契約の

推進や市町村への指導権限の移譲など、必要な対策を講じること。 

平成２５年度の対応状況等

 
合併処理浄化槽転換促進事業費       ５４２，７３１千円 

市町村整備型モデルタウン事業        ３６，０００千円（※） 

                    ※埼玉県ふるさと創造資金で対応

浄化槽検査監視指導費                       １９，７３９千円 

 

合併処理浄化槽への転換を一層推進するため、個人負担の軽減及び市町村支援の

ための補助を行います。特に計画的な転換が進められる市町村整備型の導入を市町

村と連携し進めていきます。 

法定検査の受検を促進するため、保守点検業者が受検手続を代行する埼玉方式

（指定採水員制度等）の普及を関係団体等との調整を図りながら進めるとともに、

市町村と連携した啓発を進めます。市町村への権限移譲については、市町村会議等

を通じて積極的に働きかけます。 

平成２４年度の対応状況等 
 

  合併処理浄化槽転換促進事業費       ４６０，３２０千円 

  市町村整備型モデルタウン事業        ３２，０００千円（※） 

                       ※埼玉県ふるさと創造資金で対応 

  浄化槽検査監視指導費            １８，７１４千円 

 

新たな県の浄化槽補助制度により合併処理浄化槽への転換促進を図っています。

市町村と連携し転換に係る個人の費用負担軽減を図るほか、計画的な転換が進め

られる浄化槽市町村整備推進事業の導入支援を重点的に進めました。 

浄化槽法定検査の受検を促進させるため、市町村及び関係団体と連携体制の強化

を図り、維持管理の普及啓発を図る取組を行いました。 
 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１００                           県土整備部 

要   望   項   目 
 
６．県土都市整備委員会関係 
 ６ ゲリラ豪雨対策の推進 

 都市部の局地的集中豪雨対策の有効な手段として、家庭用雨水貯留槽の普及

についての県としての取組姿勢を明確にし、市町村と連携し補助制度を充実さ

せること。 
 
 

平成２５年度の対応状況等  

 

  県民の生命や財産を守り、県民の「安心・安全」を確保するために、生活

 に重大な影響を与える浸水被害の解消を目標とした河川施設の整備や、時間

  雨量５０ｍｍ程度の降雨に対応した治水施設の整備を引き続き進めてまい

 ります。  
   また、開発面積１ヘクタール以上の開発行為については、「埼玉県雨水流出

 抑制施設の設置等に関する条例」により、貯留施設や浸透施設などの設置につ

 いて指導・許可し、雨水流出抑制を図ってまいります。 
  新河岸川流域において、既存住宅を対象に雨水浸透桝設置を行ってまいりま

 す。 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  

 

  県民の生命や財産を守り、県民の「安心・安全」を確保するために、生活

 に重大な影響を与える浸水被害の解消を目標とした河川施設の整備や、時間

 雨量５０ｍｍ程度の降雨に対応した治水施設の整備を進めました。 

  また、開発面積１ヘクタール以上の開発行為については、「埼玉県雨水流出

 抑制施設の設置等に関する条例」により、貯留施設や浸透施設などの設置につ

 いて指導・許可し、雨水流出抑制を図ってまいりました。 

  新河岸川流域において、既存住宅を対象に雨水浸透桝設置を行いました。  
 
 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１００                                                       都市整備部 

要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 
６ ゲリラ豪雨対策の推進 

 都市部の局地的集中豪雨対策の有効な手段として、家庭用雨水貯留槽の普及に

ついての県としての取組姿勢を明確にし、市町村と連携し補助制度を充実させる

こと。 

平成２５年度の対応状況等

 
 都市部の局地的集中豪雨対策の有効な手段として、住民の防災意識を高め、被害の

軽減を図るため、市町村による内水ハザードマップの作成を促進するとともに、家庭

用雨水貯留槽の普及のため、社会資本整備総合交付金の効果促進事業の活用方法等を

市町へ助言してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 公共下水道実施市町に対して市町村下水道主管課長会議や担当者による検討会等

を通じて、内水ハザードマップの作成を促進してまいりました。 

 また、家庭用雨水貯留槽の普及のため、社会資本整備総合交付金の効果促進事業の

活用方法等を市町へ助言してまいりました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１０１                                                        県土整備部 

要    望    項    目

  
６ 県土都市整備委員会関係 
 ７ スマートＩＣの整備を推進すること 
   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い。また、地域発展のためにも希望している自治体と連携を

  図りながら、スマートＩＣ設置に向け支援を行うこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
 スマートインターチェンジは、高速道路の利便性の向上、地域の活性化及び防災機能

の強化を図る上で極めて有効な施設であると考えております。 
 スマートインターチェンジの設置を希望している自治体と連携を図りながら、高速道

路への接続協議などが円滑に進むよう、支援してまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 平成２４年度に事業を進めている箇所は、以下のとおりです。 
 
  ・坂戸西スマートインターチェンジ（坂戸市） 
  ・（仮）寄居ＰＡスマートインターチェンジ（深谷市、美里町、寄居町） 
  ・（仮）上里スマートインターチェンジ（上里町） 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１０２                                                      都市整備部 

要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 
 ８ 中古住宅取得にも一定の優遇策実現を 
   新築住宅取得の際には、環境配慮型であることなど、一定の基準があるとはい 
    え、金利優遇など、様々な優遇策があるのに比べ、中古住宅取得の際にはそういっ  
    た種の優遇策が極めて少ない。中古住宅市場活性化のためにも、中古住宅を取得し 

  た際にも一定の優遇策を設けること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  県と民間金融機関が提携して低利融資を行う「埼玉の家 子育て応援！！住宅ロー 

 ン」及び「埼玉の家 家族のきずな応援！！住宅ローン」を、中古住宅も対象に提供 

 します。 
 
   

平成２４年度の対応状況等

 
  県と民間金融機関が提携して低利融資を行う「埼玉の家 子育て応援！！住宅ロー 

 ン」及び「埼玉の家 家族のきずな応援！！住宅ローン」を、中古住宅も対象に提供 

 しました。 
 
   

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１０３                           県土整備部 

要   望   項   目 
 
６ 県土都市整備委員会関係 
 ８ 中小河川の整備促進  
  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。  
 

平成２５年度の対応状況等  
 
県内の中小河川については、時間５０ｍｍ程度の降雨を安全に流下させること

を目標に整備を進めてまいります。 
また、河川の整備だけではなく、国や市町村、開発関係者等と連携して流域全

体で治水安全度の確保を図ってまいります。  
  

 社会資本整備総合交付金（河川）事業費   ７，０５２，７００千円 

 

 

 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
県内の中小河川については、時間５０ｍｍ程度の降雨を安全に流下させること

を目標に整備を進めております。  
また、河川の整備だけではなく、国や市町村、開発関係者等と連携して流域全

体で治水安全度の確保を図っております。  
 
 社会資本整備総合交付金（河川）事業費   ８，０５６，２００千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 
 
 №１０４                                                       都市整備部 

要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 
 １０ コンパクトシティの推進・促進 
    少子高齢化が今後益々顕著になる中、下水や橋梁・道路など既存の保守点検  
   さえ厳しくなる事が予見されるので、県としてコンパクトシティを推進し、市  
   町村と連携し、促進すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  県では、「まちづくり埼玉プラン」を策定し、時代の潮流やまちづくりの現状から 

 みた課題を整理し、まちづくりの目標と目指す県土の姿を示しております。この中 
 で、まちづくりの目標として「コンパクトなまちの実現」を設定しております。 
  この目標を達成するため、市街化区域と市街化調整区域との区分見直しにおいて 
 は、人口減少・超高齢社会の到来を踏まえ、既存の市街化区域内において、地域ごと 

 に日常生活に必要な利便施設が適切に配置・集積され、「歩いて暮らせるまち」の実 

 現を目指すため、市街地の拡散を抑制することとしております。 
  そのため、市街化区域への編入は、住宅系については人口増加が見込まれる駅周 
 辺、工業系については高速道路のインターチェンジや幹線道路周辺において本県の産 

 業施策に合致する区域に限り、地域の特性と人口や本県の産業施策の観点から、農業 

 振興との調和を図りつつ必要な規模を限度としてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  市街化区域への編入は、住宅系においては人口増加が見込まれる駅周辺、工業系に  
 ついては高速道路のインターチェンジや幹線道路周辺において本県の産業施策に合 

 致する区域に限り、地域の特性と人口や本県の産業施策の観点から、農業振興との調 

 和を図りつつ必要な規模を限度といたしました。 
 

 



民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 

平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１０５                            都市整備部 

要    望    項    目 

 
６ 県土都市整備委員会関係 
 １１ 県営住宅の高度化およびバリアフリー化 
     老朽化が進む県営住宅の建て替えを進めると共に、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。 
 
 

平成２５年度の対応状況等 

  平成２１年度公営住宅建設費（５３６戸） １，０６６，７１８千円  

  平成２２年度公営住宅建設費（４０６戸） １，２６９，８７４千円  

  平成２３年度公営住宅建設費（３３２戸） １，９５１，２１０千円  

  平成２４年度公営住宅建設費（２０７戸）   ４４６，５０７千円  

  平成２５年度公営住宅建設費（ ６０戸）    ４５，０１０千円  
  借上型県営住宅整備事業費 （ ６０戸）    ７０，９４４千円  
  公営住宅エレベーター設置事業費        １１，２４９千円  
 
  県営住宅の建替えに当たっては、住宅を高層化することにより、土地の高度利

 用を図ってまいります。 
  また、建替整備にあたっては、床の段差解消や手摺りの設置などに配慮し、

 ３階建て以上の団地にはエレベーターを設置してまいります。 
  さらに、高齢入居者等の円滑な移動のために、既存県営住宅団地のエレベータ

 ー設置に努めてまいります。 
 
 

平成２４年度の対応状況等 

  平成２１年度公営住宅建設費（５３６戸） ２，７６３，３７５千円  

  平成２２年度公営住宅建設費（４０６戸） ３，７８２，４６２千円  

  平成２３年度公営住宅建設費（３３２戸）   ８９３，８２５千円  

  平成２４年度公営住宅建設費（２０７戸）   ２８１，３３６千円  

  借上型県営住宅整備事業費 （ ５５戸）    ６８，９４２千円  
  公営住宅エレベーター設置事業費        ８６，２９５千円  
 
  県営住宅の建替えに当たっては、住宅を高層化することにより、土地の高度利

 用を図りました。 
  また、建替整備にあたっては、床の段差解消や手摺りの設置などに配慮し、

 ３階建て以上の団地にはエレベーターを設置しました。 
 
 

 



民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 

平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 

 №１０６                                                     都市整備部 
要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 
 １２ 社会的弱者に対する住宅政策の充実 

    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。 
 

平成２５年度の対応状況等

  平成２１年度公営住宅建設費（５３６戸）  １，０６６，７１８千円 

  平成２２年度公営住宅建設費（４０６戸）  １，２６９，８７４千円 

  平成２３年度公営住宅建設費（３３２戸）  １，９５１，２１０千円 

  平成２４年度公営住宅建設費（２０７戸）    ４４６，５０７千円 

  平成２５年度公営住宅建設費（ ６０戸）     ４５，０１０千円 

  借上型県営住宅整備事業費 （ ６０戸）     ７０，９４４千円 
 
  既存県営住宅の建替え及び民間の賃貸住宅の借上げを実施します。 
  

また、県営住宅の入居者募集において、次のように高齢者世帯や子育て世帯・ 

 子供のいない夫婦（４０歳未満）のみの世帯に配慮した募集を行います。 

 ・ 建築後２５年未満の住宅及びエレベータのない住宅の１階住宅に高齢者世帯 

  及び障害者世帯を対象とする募集枠(高齢者・障害者住宅）の設定及び、高齢 

  者の年齢に応じた当選率の加算。 

 ・ 建築後２５年未満の住宅に子育て世帯・子供のいない夫婦（４０歳未満） 

  のみの世帯を対象とする募集枠（子育て支援住宅、原則期限１０年間）の設定。

 ・ 一般住宅について、抽選に当たって高齢者世帯の当選率の２割加算。 

  さらに、優良なファミリー世帯向けの賃貸住宅である特定優良賃貸住宅に家賃 

 減額補助を行います。 

 特定優良賃貸住宅供給促進事業費        １０５，８１８千円 

 

  優良なファミリー世帯向けの賃貸住宅である特定優良賃貸住宅に家賃減額補助を 

 行います。 

 

  また、高齢者や子育て世帯等の入居を受け入れる民間賃貸住宅等の登録を行う  

 「埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度」を普及促進します。 

 
  
 

 



 
平成２４年度の対応状況等

  平成２１年度公営住宅建設費（５３６戸）  ２，７６３，３７５千円 

  平成２２年度公営住宅建設費（４０６戸）  ３，７８２，４６２千円 

  平成２３年度公営住宅建設費（３３２戸） ８９３，８２５千円 

  平成２４年度公営住宅建設費（２０７戸） ２８１，３３６千円 

  借上型県営住宅整備事業費 （ ５５戸） ６８，９４２千円 
 
  既存県営住宅の建替え及び民間の賃貸住宅の借上げを実施し、県営住宅を整備し 

ました。  
 

 
 



民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１０７                            都市整備部 

要   望   項   目 
 
６ 県土都市整備委員会関係 
 １３ 建築物の耐震化促進について 

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市町村と連携して補助制度を充実させること。  
 

平成２５年度の対応状況等  
 
   住宅・建築物耐震改修促進費       １１５，６７９千円  
 

  多数の者が利用する民間建築物の耐震診断及び耐震改修に対する補助を実  
 施し耐震化を促進するため、建物所有者へダイレクトメールや電話などによ  
 る働きかけを行ってまいります。  
   また、住宅の耐震化を促進している市町村の取り組みに対して、技術的助 

 言などを行うとともに、県職員による木造住宅の無料簡易耐震診断などを実 

 施してまいります。 

 

   緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進事業  １５３，９２３千円 

 

  緊急輸送道路沿道の閉塞建築物については、特定行政庁１１市と連携し、

 建物所有者への個別訪問を実施するなどにより耐震化の促進に努めてまいり

 ます。 

 

平成２４年度の対応状況等  
 
   住宅・建築物耐震改修促進費       １５０，５００千円  
 

  多数の者が利用する民間建築物の耐震化を促進するため、建物所有者へダ

 イレクトメールや電話などによる働きかけを行っております。 
  また、住宅の耐震化を促進している市町村の取り組みに対して、技術的助  

 言などを行うとともに、県職員による木造住宅の無料簡易耐震診断などを実 

 施しております。 

 

 

 



 

  緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進事業  １２４，９３９千円 

 

  県と特定行政庁１１市で構成する「緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進協

 議会」を通じ、緊急輸送道路閉塞建築物の実態調査を実施するとともに、今

 年度から、さいたま市を除く特定行政庁１０市が取り組む耐震化事業を促進

 するため、耐震診断費の上乗せ補助を実施しております。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１０８                                               都市整備部 

要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 
 １４ 耐震偽装や違反建築物等の根絶について 
    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。 

平成２５年度の対応状況等

 
  建築基準法等施行費            
   うち 建築物検査・監察推進費       ２，２８１千円 
   
  設計から完了、維持管理まで、建築物のあらゆる場面で、「偽装０、事故０、 

 完了検査１００％」を進めるために、全棟パトロール等を実施します。 

平成２４年度の対応状況等

 
  建築物検査・監察推進費           ３，２８３千円 
 
  設計から完了、維持管理まで、建築物のあらゆる場面で、「偽装０、事故０、 
 完了検査１００％」を進めるために、全棟パトロール等を実施しました。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１０９                         危機管理防災部 

要   望   項   目 
 
６ 県土都市整備委員会関係 
 １６ 県南部の木造住宅密集市街地の災害対策について 
    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。 
 

平成２５年度の対応状況等  
 
 埼玉県震災予防のまちづくり条例、埼玉県震災対策行動計画に基づき、関係部

局と調整を図り、密集市街地対策を進めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
 埼玉県震災予防のまちづくり条例、埼玉県震災対策行動計画に基づき、関係部

局と調整を図り、密集市街地対策を進めてまいりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１０９                                                       都市整備部 

要    望    項    目

 

６ 県土都市整備委員会関係 

 １５ 県南部の木造住宅密集市街地の災害対策について 

平成２５年度の対応状況等 
 

  住環境整備総合支援事業費           ２７０千円 

 

  埼玉県住環境整備推進協議会における活動等を通じて、市町村の木造密集市街

 地の整備改善について講習会やアドバイザー派遣などの取り組みを支援します。

  このほか、今後も住宅市街地総合整備事業などの国庫補助金の確保により、防

 災性の向上にむけた市町村の取組を支援してまいります。 

 

 

  市街地再開発促進費補助（重点密集市街地整備事業費補助） ７４０千円 
   
  地震時等に著しく危険な密集市街地（重点密集市街地）において、道路や公園 

の整備に係る移転者等を受け入れるための共同住宅の建設を促進してまいります。

 

 

  住宅・建築物耐震改修促進費       １１５，６７９千円 

 

  地元自治会などに出向き「地震に強い建物をつくろう」をテーマに出前講座を実 

 施し、県民の防災意識の向上を図ります。 

   また、防災意識の向上を図るため、戸建住宅震災対策啓発リーフレットの配布、 

 県ホームページで各市町村の補助制度を掲載するなど、市町村が取り組む情報発信 

 に努めてまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 

  住環境整備総合支援事業費           ２７０千円 

 

  埼玉県住環境整備推進協議会における活動等を通じて、市町村の木造密集市街

 地の整備改善について講習会やアドバイザー派遣などの取組を支援しました。 

  このほか、住宅市街地総合整備事業などの国庫補助金の確保により、防災性の

 向上にむけた市町村の取組を支援しました。 
 

 



 
  住宅・建築物耐震改修促進費       １５０，５００千円 

 

   地元自治会などに出向き「地震に強い建物をつくろう」をテーマに出前講座を実 

 施しております。 

  また、防災意識の向上を図るため、戸建住宅震災対策啓発リーフレットの配布、 

 県ホームページで各市町村の補助制度を掲載するなど、市町村が取り組む情報発信 

 に努めております。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１１０                                                        県土整備部 

要    望    項    目

 
６．県土都市整備委員会関係 
 １６ 公共基準点の整備促進 
 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。 

平成２５年度の対応状況等

  
 道路台帳整備費 
 うち、道路台帳基準点改測                １６９，６５０千円 
 
 新規道路の整備などにおいて測量基準点を設置する際には、国が定めた「基盤地図情

報を満たすべき基準」等を踏まえ、公共測量を実施するよう測量計画機関に引き続き、

周知してまいります。 
 東日本大震災の影響により公共測量成果の補正を要する場合は、国土地理院の指導・

助言を受けながら適切に公共測量を実施するよう引き続き周知してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 新規道路の整備などにおいて測量基準点を設置する際には、国が定めた「基盤地図情

報を満たすべき基準」等を踏まえ、公共測量を実施するよう測量計画機関に周知しまし

た。 
 東日本大震災の影響により公共測量成果の補正を要する場合は、国土地理院の指導・

助言を受けながら適切に公共測量を実施するよう周知しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１１１                                                      都市整備部 

要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 
 １７ 公園の整備拡充 
    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。 

平成２５年度の対応状況等

 
  社会資本整備総合交付金（公園）事業費  １，１７４，４００千円 
   公園等建設費                  １，５２７，１１２千円 
 
  県は複数の市町村を超える広域的な利用に対応する公園を、市町村は地域の身近 

 な利用に対応する公園を整備することとしております。 
  県営公園の整備については、投資効果が早期に発現されるよう重点化を図りなが 

 ら推進いたします。 
  市町村公園については、都市計画決定、事業認可及び交付金事業の手続きなどに 

 ついて、支援や技術指導を行い、整備を促進してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  社会資本整備総合交付金（公園）事業費  １，３７４，２００千円 
  公園等建設費                  １，８１１，３４２千円 
 
  県営公園の整備については、投資効果が早期に発現されるよう重点化を図りなが 

 ら推進しております。 
  市町村公園については、都市計画決定、事業認可及び交付金事業の手続きなどに 

 ついて、支援や技術指導を行い、整備を促進してまいります。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

№１１２                           企画財政部 
要   望   項   目 

 
６ 県土都市整備委員会関係 

 １８ 公園管理の適正化  
    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事無く、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。  
 
 

平成２５年度の対応状況等  
 
 施設ごとにモニタリング実施要領を策定し、現地ヒアリングや書類調査などの

モニタリングを四半期ごとに実施してまいります。 

 また、指定管理者の経営状況を確認し、重大な事故や事業者の破綻などが起こ

らないないよう努めてまいります。 

 年度終了後に、「事業報告書」「モニタリング結果」「管理目標の達成状況」

などを用いて、実施要領に定めた評価基準により事後評価を実施し、効率的な施

設運営と県民サービスに努めてまいります。  
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
 施設ごとにモニタリング実施要領を策定し、現地ヒアリングや書類調査などの

モニタリングを実施しました。 

 年度終了後に実施要領に定めた評価基準により事後評価を実施してまいりま

す。 
 
 
 
 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 

 №１１２                                                    都市整備部 
要    望    項    目

 

６ 県土都市整備委員会関係 

 １８ 公園管理の適正化 

    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事無く、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。 

 
平成２５年度の対応状況等

 
  年４回の定期的なモニタリング及びプールモニタリングの他、必要に応じ臨時の 

 モニタリングを行い、指導監督、業務の進捗状況をより詳細にチェックしてまいり 

 ます。 

平成２４年度の対応状況等

 
  「県営公園指定管理者業務のモニタリング実施要領」に基づき実施しております。

   ○定期モニタリング 
    ＜通常モニタリング＞ 
     ・年４回実施 
    ＜プールモニタリング＞ 
     ・プールの営業前、営業中に１回ずつ実施 
   ○臨時モニタリング 
    ・不定期に実施 
     （①苦情やトラブルの発生時、②事故の発生、施設・設備の故障などの発 

      生時、③その他業務遂行状況に関し、調査を実施する必要がある場合） 
    （実績） 
     １ プールの入れ墨対策 
     ２ 草刈り時の安全対策 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１１３                                                      都市整備部 

要    望    項    目

 
６ 県土都市整備委員会関係 
 １９ 戸建て住宅に対するリフォーム制度の創設 
   地域経済活性化のために、住宅リフォーム工事の需要を喚起することは大変有 
  効だと考える。特に住宅リフォーム工事を請負う業者には地場の工務店だけでな  
    く、材料店、各職、家具・家電の買い替えなど地域経済の活性化に好影響を与え 
    る。地域経済活性化のために県も独自で制度を創設すると共に、国からの補助の   
    活用も含めてリフォーム需要の喚起の施策を具体化すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 住宅リフォーム普及促進事業費 
  うち 安心リフォーム普及事業                  ３９９千円

     住宅リフォーム専門相談事業及び優良リフォーム業者育成事業 ７２３千円

 
  県政出前講座の開催や各種パンフレットの作成・配布、リフォーム専門相談窓口 
 の設置、リフォーム事業者向け講習会の開催により、県民が安心してリフォームを 

 行うことができる環境の整備を図ります。 
 
  民間金融機関と提携した「埼玉の家 耐震・安心リフォームローン」による低利 
 融資を引き続き実施します。 

平成２４年度の対応状況等

 
 住宅リフォーム普及促進事業費 
  うち 安心リフォーム普及事業                  ５９１千円

     住宅リフォーム専門相談事業及び優良リフォーム業者育成事業 ８１５千円

 
  県民向けセミナーの開催や各種パンフレットの作成・配布、リフォーム専門相談 
 窓口の設置、リフォーム事業者向け講習会の開催により、県民が安心してリフォー 
 ムを行うことができる環境の整備を図りました。 
 
  民間金融機関と提携した「埼玉の家 耐震・安心リフォームローン」による低利 
 融資を引き続き実施しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １１４                                                        教育局 

要    望    項    目 
  
７ 文教委員会関係 
 １ 不登校対策 
   不登校児童・生徒の担任離れを防止する為、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為､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事が困

難な事が多くある為、フリースクールを始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。

平成２５年度の対応状況等 
  

不登校児童生徒だけでなく、全ての児童生徒を対象とした家庭訪問や保護者との面談

の有効性や実施の充実について、市町村教育委員会に指導・助言してまいります。 
 市町村教育委員会が実施する調査・照会等の縮減や見直しが、全ての市町村教育委員

会で取り組まれるよう会議等で働きかけ、教師と子どもたちが向き合える時間の確保に

努めてまいります。 
 不登校や学校を休みがちな児童生徒に対応するため、フリースクール等の民間団体

などとの意見交換を積極的に行い、不登校児童生徒に対する効果的な取組を推進して

まいります。 
 

平成２４年度の対応状況等 
  
 市町村立学校においては、市町村教育委員会と連携し、調査・照会の縮減や見直し

が進むよう、市町村教育委員会に対して働きかけ、教師と子どもたちが向き合える時

間の確保に努めました。 
 不登校児童生徒支援のための官民連携会議を平成２４年度中に３回開催し、保護

者、フリースクール等を運営する民間団体、学校関係者、行政による意見交換を行い、

不登校児童生徒を持つ保護者が抱える不安を解消するための取組について話し合い

ました。 
 また、それを受け、不登校経験者によるシンポジウムや不登校支援のための各団

体による教育相談及び情報提供等を行う「保護者のための不登校セミナー」を２回開

催しました。 
 
 
 ○家庭訪問を実施している学校数（平成２４年５月調査） 
   小学校 ５７９校／７１０校（８１．５％） 
   中学校 ２７５校／３６４校（７５．５％） 



 ○保護者との面談を実施している学校数（平成２４年５月調査） 
   小学校 ５９５校／７１０校（８３．８％） 
   中学校 ３６４校／３６４校（１００％） 
 ○土日の授業参観を実施している学校数（平成２４年５月調査） 
   小学校 ６９１校／７１０校（９７．３％） 
   中学校 ３２９校／３６４校（９０．４％） 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 № １１４                            保健医療部 

要    望    項    目

 ７ 文教委員会関係 
  １ 不登校対策 

不登校児童・生徒の担任離れを防止する為、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もてるようにする為、業務

を見直すことを徹底し、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

くある為、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。 

平成２５年の対応状況等

 

 ひきこもり対策事業費         ８，１１２千円 

 ・ひきこもり相談支援体制の整備 

全保健所及び精神保健福祉センターに相談窓口を設置し、保健師・精神保健福祉士

等がひきこもりに関する相談に対応します。また、全保健所において臨床心理士に

よるひきこもり専門相談を実施します。     

・ひきこもり訪問サポート事業 

  ひきこもり経験者やその家族等の経験を活用し、訪問サポーターとして、ひきこ

もりに悩む家庭に派遣し、相談に応じたり、他者との交流や外出の援助を行いま

す。 

・ひきこもり集いの場整備事業 

   ひきこもりの当事者同士が悩みを共有し、社会復帰への足がかりとなる「集いの

場」を運営する民間団体に補助金を交付します。 

 

平成２４年度の対応状況等

 

 ひきこもり対策事業費         ８，７１３千円 

 ・ひきこもり相談支援体制の整備 

全保健所及び精神保健福祉センターに相談窓口を設置し、保健師・精神保健福祉士

等がひきこもりに関する相談に対応しました。また、全保健所において臨床心理士

によるひきこもり専門相談を実施しました。  

・ひきこもり訪問サポート事業 

  ひきこもり経験者やその家族等の経験を活用し、訪問サポーターとして、ひきこ

もりに悩む家庭に派遣し、相談に応じたり、他者との交流や外出の援助を行いま

した。 

・ひきこもり集いの場整備事業 

   ひきこもりの当事者同士が悩みを共有し、社会復帰への足がかりとなる「集いの

場」を運営する民間団体に補助金を交付しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 
 
 № １１５                                                        教育局 

要    望    項    目 
 
７ 文教委員会関係 
 ２ 軽度発達障害児童・生徒の就労を見据えた教育の推進 
   軽度発達障害児は一般社会での就労が出来るよう支援する事が望ましい為、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

で生きていく事を常に念頭におき、保護者の意向を基本とし、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り、市町

村教育委員会・各学校への指導を強化すること。医療化の偏重を改める。障害者の

支援については一般社会での理解が不可欠であり、障害者が幼少期から健常者との

関わりを持ち、一般社会が障害者の受け入れに困惑しないようにするよう体制を整

えること。新設した特別支援学校の取り組みを基準とし、既存の支援学校の取り組

みを改める事を明確にすべく計画を策定すること。現在多くの特別支援学校高等部

は、小中学部と同じ時間に送迎バスの時間による帰宅が主流となっているが、卒業

後の就労時間に出来る限り合わせた下校時間にすること。また、（保護者の意向が

強い為）特別支援学校の送迎バスには教職員が（当番で）引率し、自主登校者の最

寄り駅等の立哨を行うこと。 

平成２５年度の対応状況等 
 
特別支援教育体制推進事業              １９，５６４千円 

 
 小中学校等を支援する特別支援学校の専門性を高め、センター的機能をさらに推進い

たします。モデル研究の成果を生かし発達障害児への支援を推進するため、小中学校に

おいては特別支援学級担任の専門性を高め校内支援体制の推進を図ります。また、小・

中学校長や市町村教育委員会の指導主事等を対象とした研究協議会において、子供たち

一人一人に応じた、きめ細かな指導の在り方について説明してまいります。 
 高等学校においては、巡回支援や特別支援学校のセンター的機能を活用し教員の理解

推進を図ってまいります。また、「特別支援教育コーディネーター連携会議」を開催

するなど、高等学校と特別支援学校の一層の連携をすすめることで、特別支援学校の

センター的機能をより効果的に活用し、更に充実した指導や支援ができるよう努めて

まいります。 
 
｢生きる力｣を育むノーマライゼーション教育総合推進事業   ７４２千円 

 
 障がいのある子が通常学級で学ぶことについては、小中学校において支援籍や交流学

習という形で携わることによって、取り組んでまいります。 
特別支援学校の取組については、中央教育審議会の報告を踏まえ、今後の特別支援学

校の在り方について、一人一人の教育的ニーズに対応する小学部から高等部における教

育課程の見直しを図り、卒業後の社会・生活自立を見通した特別支援学校を構築するよ

う周知します。また、新設した特別支援学校の成果をもとに各特別支援学校における教



育の均質化を図ってまいります。 
 特別支援学校の高等部の生徒の下校時間については、自主通学又は、保護者協力に

よる送迎が可能な生徒につきましては、部活動を実施することにより、卒業後の就労

時間に近い下校時間にするなど、卒業後の社会的自立に向けた取組を行ってまいります。

 また、引き続き、卒業後の社会的自立等を考えた通学指導を行ってまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等 
 

特別支援教育体制整備事業              ２３，０２４千円 
 
 小中学校等を支援する特別支援学校の専門性をさらに高めるとともに、小中学校、高

校におけるモデル研究の成果を全県に普及させ、小中学校や高校における発達障害児に

対する支援体制の整備・充実を図ってまいりました。 
また、小・中学校長や市町村教育委員会の指導主事等を対象とした研究協議会におい

て、子供たち一人一人に応じた、きめ細かな指導の在り方について説明してまいりまし

た。 
 
｢生きる力｣を育むノーマライゼーション教育総合推進事業 １，０５５千円 

 
 障がいのある子が通常学級で学ぶことについては、小中学校において支援籍や交流学

習という形で携わることによって、取り組んでおります。 
 また、障がいのあるなしにかかわらず、個に応じた指導を一層推進するよう市町村教

育委員会へ働きかけております。 
 特別支援学校の取組については、特別支援学校長会及び副校長・教頭会において、新

設した特別支援学校の取り組みの成果等を共有し、一人一人の教育的ニーズに対応する

特別支援学校の在り方について課題の認識を行いました。 
特別支援学校の高等部の生徒の下校時間については、自主通学又は、保護者協力に

よる送迎が可能な生徒につきましては、部活動を実施することにより、卒業後の就労

時間に近い下校時間にするなど、卒業後の社会的自立に向けた取組を行っております。

 また、卒業後の社会的自立等を考えた通学指導を行っております。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１１５                                                          福祉部 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ２ 軽度発達障害児童・生徒の“就労”を見据えた教育の推進 
   軽度発達障害児は一般社会での就労が出来るよう支援する事が望ましい為、普

通学級で学校生活が送れるよう体制を整える。障害のある子供は、将来一般社会

で生きていく事を常に念頭におき、保護者の意向を基本とし、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り、

市町村教育委員会・各学校への指導を強化すること。医療化の編重を改める。障

害者の支援については一般社会での理解が不可欠であり、障害者が幼少期から健

常者との関わりを持ち、一般社会が障害者の受け入れに困惑しないようにするよ

う体制を整えること。新設した特別支援学校の取り組みを基準とし、既存の支援

学校の取り組みを改める事を明確にすべく計画を策定すること。現在多くの特別

支援学校高等部は、小中学部と同じ時間に送迎バスの時間による帰宅が主流とな

っているが、卒業後の就労時間に出来る限り併せた下校時間にすること。また、

（保護者の意向が強い為）特別支援学校の送迎バスには教職員が（当番で）引率

し、自主登校者の最寄り駅等の立哨を行うこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
  発達障害地域支援事業 
  （発達障害児支援人材育成事業）         ２２，６３１千円 
  幼保から小学校へつなぐ発達支援事業       １１，４９６千円 
  
  保育所、幼稚園、地域子育て支援センターの職員に対する研修を引き続き実施し、

発達障害児等への適切な配慮や工夫ができる人材の裾野を広げます。 
  また、発達障害児等が就学後も適切な支援を継続して受けられるよう、小学校と

保育所等との情報交換の場づくりや小学校教員を対象とした基礎研修及び管理職研

修を新たに実施してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  発達障害地域支援事業 
  （発達障害児支援人材育成事業         ３３，００８千円 
  
  保育所・幼稚園・地域子育て支援センターの職員を対象に「発達支援サポーター

育成研修」を実施し、発達障害児等に早期に気づき、適切な配慮や工夫ができる人

材の育成を進めております。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １１６                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ３ 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こと。 
（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こと。 

平成２５年度の対応状況等

 

自分発見！高校生感動体験プログラム事業      ７，７６０千円 

定時制高校生自立支援プログラム事業        ８，０２９千円 

ラーニング・サポート推進事業          ２４，３６１千円 

県立高校再編整備計画推進事業         ９２０，５０８千円 

 

 高校退学者数の減少策としては、「自分発見！高校生感動体験プログラム事業」に

おいて、生徒自身が高校生活の意義を見いだしたり自己有用感を高めたりし、自分自身

が社会の一員としてかけがえのない存在であることを自覚させることをねらいとした就

労体験、社会貢献活動などの体験活動を推進してまいります。特に、定時制高校におい

ては、「定時制高校生自立支援プログラム事業」において、福祉や教育の現場で豊富な経

験を積んだ方々やＮＰＯ、地域の方々と学校が連携し、生徒に自立する力を身に付けさ

せてまいります。 

 さらに、「ラーニング・サポート推進事業」により、生徒の基礎基本の定着や学習意欲

の向上を図るとともに、少人数授業、少人数学級編制、習熟度別授業や義務教育段階の

学習内容の確実な定着を図るための学校設定科目の設置など、生徒一人一人にきめ細か

な指導により、高校中途退学の防止に取り組んでまいります。 

 平成１１年度に策定した「２１世紀いきいきハイスクール構想」に基づき、新たなタ

イプの高校として「昼夜開講の多部制総合学科高校」を、地域バランスを考慮しながら

３校（戸田翔陽、狭山緑陽、吹上秋桜）設置してきましたが、平成２５年４月に４校目

となる吉川美南高校を開校し、生徒・保護者の多様な教育ニーズに応えてまいります。

 吹上秋桜高校では、引き続き秋期入学（１０月）により、年度途中における再チャ

レンジも可能としてまいります。 

 



平成２４年度の対応状況等 
 

自分発見！高校生感動体験プログラム事業      ９，９２８千円 

定時制高校生自立支援プログラム事業        ７，７３９千円 

ラーニング・サポート推進事業          ２４，４１１千円 

県立高校再編整備計画推進事業        １，６０２，４４０千円 

 

 高校退学者数の減少策としては、「自分発見！高校生感動体験プログラム事業」にお

いて、１年生全員に５日間の就労体験等を行うフレッシュ高校生社会体験活動プログ

ラムと人間関係づくりを学ばせるためのアドベンチャー教育等を行うステップアッ

ププログラムを実施しました。特に、定時制高校においては、福祉や教育の現場で豊

富な経験を積んだ方々やＮＰＯ、地域の方々と学校が連携し、生徒に自立する力を身

に付けさせるプログラムを実施しました。 

 さらに、「ラーニング・サポート推進事業」により、生徒の基礎基本の定着や学習

意欲の向上を図るとともに、少人数授業、少人数学級編制、習熟度別授業や義務教育

段階の学習内容の確実な定着を図るための学校設定科目の設置など、生徒一人一人に

きめ細かな指導により、高校中途退学の防止に努めております。 

 平成１１年度に策定した「２１世紀いきいきハイスクール構想」に基づき、多様な教

育ニーズに応える新たなタイプの高校として「昼夜開講の多部制総合学科高校」を、地

域バランスを考慮しながら４校設置する予定でございます。既に、戸田翔陽、狭山緑陽

及び吹上秋桜の３校が開校し、平成２５年度に向けて、４校目となる吉川美南高校の開

校準備を進めております。 

 また、吹上秋桜高校では、秋期入学（１０月）により、年度途中における再チャレ

ンジも可能としております。 

 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １１６                                                 産業労働部 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ３ 高校退学者対策 
 （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こと。 

平成２５年度の対応状況等

 

 若者自立支援センター埼玉運営費                    １６，４２８千円 

  ヤングキャリアセンター埼玉運営費            １８，０４５千円 

ヤングキャリアセンター埼玉運営費（埼玉版ハローワーク） ６６，０９５千円 

 

 ヤングキャリアセンター埼玉及び若者自立支援センター埼玉を拠点として、若年者の

就業を総合的に支援します。 

平成２４年度の対応状況等

 
若者自立支援センター埼玉事業費             ７，６７２千円 

 若者自立支援センター埼玉運営費             ８，２１３千円 

  ヤングキャリアセンター埼玉就職支援事業費       ５３，６３１千円 

 ヤングキャリアセンター埼玉運営費           １２，６８４千円 

 
 ヤングキャリアセンター埼玉及び若者自立支援センター埼玉を拠点として、若年者の

就業を総合的に支援しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １１７                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ４ 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為に、学習指導をはじめとする

学校活動へ地域の人材や教員のＯＢ・ＯＧの活用及び協力が得られる為の施策を講

じ、教員のサポート体制を充実すること。 

平成２５年度の対応状況等

 

 学校応援団推進事業費                １７，１６９千円 

 

 県では、学校・家庭・地域が一体となった教育を推進するため、地域住民や保護者が

ボランティアとして小中学校の教育活動を支援する「学校応援団」活動の活性化を市町

村と連携して推進してまいります。 

 各小中学校や各市町村教育委員会が主催する研修会等へ、退職教員を講師として派遣

し、その優れた専門的知識や技能を現職の教員に引き継ぎ、指導力の向上を図るために

「退職教員派遣プロジェクト」を平成１８年度から実施しております。平成２５年度も

引き続き、この活用について広報してまいります。 

 

ラーニング・サポート推進事業            ２４，３６１千円 

 

定時制高校における学習支援員として地域の人材などを活用し、高校の教育活動全体

を支援してまいります。 

 

高校生社会力育成事業のうち県立学校支援ボランティアバンク ３３２千円 

 

 県立学校では、「県立学校支援ボランティアバンク」等の活用を図りながら、各教科

や総合的な学習の時間における学習の支援など、県立学校の教育活動を支援してまいり

ます。 

 

   
 

 

 

  

 
 



平成２４年度の対応状況等 

 

学校応援団推進事業費              １７，１７３千円 
  

県では、学校・家庭・地域が一体となった教育を推進するため、地域住民や保護者が

ボランティアとして小中学校の教育活動を支援する「学校応援団」の組織化を市町村と

連携して推進しております。 

 各小中学校や各市町村教育委員会が主催する研修会等へ、退職教員を講師として派遣

し、その優れた専門的知識や技能を現職の教員に引き継ぎ、指導力の向上を図るために

「退職教員派遣プロジェクト」を平成１８年度から継続して実施しております。 

 
ラーニング・サポート推進事業            ２４，４１１千円 

 

 定時制高校における学習支援員として地域の人材などを活用し、高校の教育活動全体

を支援しております。 

 

高校生社会力育成事業のうち県立学校支援ボランティアバンク ４０１千円 

 

 県立高校では、「県立学校ボランティアバンク」等の活用を図りながら、各教科や総

合的な学習の時間における学習の支援など、県立学校の教育活動を支援しております。

 
 
 
 ※「退職教員講師派遣プロジェクト」 
   平成２４年度 講師登録者数 １９３名 

   平成２３年度 講師登録者数 １９２名 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １１８                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 

５ 子供の体力向上策 
   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

から中学校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。小学校

に体育専科を導入すべく、市町村に補助を出すこと。武道を安全に行える指導員を

確保すること。体育専科導入とは別に、学校内で体育の授業を柔軟に担任外が受け

持つ事を奨励・推進すること。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。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
 児童生徒のための体力向上推進事業のうち 
  新体力テスト関係事業            １，４６６千円 
 武道・ダンス指導推進事業           ２，３５５千円 
 
 県では、小学校段階から児童一人ひとりが体力向上に取り組むよう、「自己の目標値

の達成状況」や「体力を上げるための手だて」、「おすすめ運動」などが、自動的に表

示され、個人の体力向上に役立つ「体力プロフィールシート」を作成し、本人や保護者

に配布するよう各小・中学校に引き続きお願いしてまいります。 
 武道の授業における指導員の確保については、学校の必要に応じて退職警察官等の協

力を得るよう、市町村教育委員会に対し、引き続き周知いたします。また、中学校教員

の安全に関する指導力を向上させるため、専門医による頭部・頸部における怪我防止を

内容とする中学校柔道安全指導講習会を開催いたします。 
 小学校への体育専科教員の導入については、学校運営等を勘案し、現在のところ体育

も含め教科における専科教員を採用する予定はございません。 
 また、体育授業を担任外が受け持つことについては、他の授業との兼ね合いから困難

でありますが、小学校体育実技指導者講習会や、小学校体育研究協議会、小学校体育授

業研究会を開催することにより、小学校教員の体育に関する指導力向上に努めてまいり

ます。 
 
スポーツで埼玉を元気に！事業のうち 

 埼玉県ジュニアアスリート発掘育成事業   １３，４４１千円 

 

 県プラチナキッズ発掘育成事業については、国立スポーツ科学センター（JISS)の

実施する会議等を通じて福岡県など先進県の事例を研究し、よりよい育成プログラム

が実施できるよう工夫してまいります。 
 
 
 



平成２４年度の対応状況等 
 
 児童生徒のための体力向上推進事業のうち 
  新体力テスト関係事業              ７１６千円 
 武道・ダンス指導推進事業          １６，３９０千円 
 
 県では、小学校段階から児童一人ひとりが体力向上に取り組むよう、「自己の目標値

の達成状況」や「体力を上げるための手だて」、「おすすめ運動」などが、自動的に表

示され、個人の体力向上に役立つ「体力プロフィールシート」を作成し、本人や保護者

に配布するよう各小・中学校に引き続きお願いしております。 
 武道授業における指導員の確保については、学校の必要に応じて退職警察官等の協力

を得るよう、市町村教育委員会に対し、周知しております。また、中学校教員の安全に

関する指導力を向上させるため、平成２４年度から専門医による頭部・頸部における怪

我防止を内容とする中学校柔道安全指導講習会を開催しました。 
 小学校への体育専科教員の導入については、学校運営等を勘案し、体育も含め教科に

おける専科教員の採用はしておりません。 
 また、体育授業を担任外が受け持つことについては、他の授業との兼ね合いから困難

でありますが、小学校体育実技指導者講習会や、小学校体育研究協議会、小学校体育授

業研究会を開催することにより、小学校教員の体育に関する指導力向上に努めておりま

す。 
 
スポーツで埼玉を元気に！事業のうち 

 ジュニア期からの競技力向上事業      １４，８７９千円 

 

 県プラチナキッズ発掘育成事業については、福岡県や和歌山県など先進県の事例を参

考にしながら事業を推進しております。 

 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １１９                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ６ 部活動の推進強化  
    公立学校における部活動の教育的意義を高く評価し、部活動の指導者の確保や、

ボランティアを迎える施策を検討すること。合同部活動を推進すること。なでしこ

リーグの選手などアスリートを雇用すること（アスリートの育成の為にも）。 
 
 

平成２５年度の対応状況等 
 
 運動部活動充実事業            ２３，７８３千円 
 
 県では、運動部活動の振興・充実を図るため、専門的指導力を有する外部指導者を公

立中学校や県立高校で活用してまいります。また、指導者の資質向上を図るため、県高

等学校体育連盟や県中学校体育連盟と連携し、全国大会に出場させた経験のあるトップ

レベルの指導者による、中学校・高校の部活動顧問及び外部指導者を対象にした運動部

活動指導者講習会を実施してまいります。 
 また、埼玉県中学校体育連盟や埼玉県高等学校体育連盟主催の大会において、複数の

チーム同士が合同で公式大会試合に参加する機会をつくるなど、合同部活動を推進して

まいります。 
 音楽、演劇、伝統文化、郷土芸能などの文化部の部活動では、地域のボランティアを

活用するなど、文化部の部活動の充実に努めてまいります。 
 
スポーツで埼玉を元気に！事業のうち 

 埼玉県ジュニアアスリート発掘育成事業  １３，４４１千円 

 
 県が実施するジュニアアスリート発掘育成事業、スポーツ指導者研修会等の
講師や指導者を依頼するなど、「アスリート」というスポーツ資源の活用を図り
ます。 

 また、県体育協会や各競技団体が行う行事において、アスリートの活躍の場

の充実を図るよう、関係団体へ依頼してまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成２４年度の対応状況等 
 
 学校教育に係わる市町村総合助成事業のうち 
  中学校スポーツエキスパート活用事業   １２，４７４千円 
 運動部活動充実事業            １１，３０９千円 
  
 運動部活動は、単にスポーツの普及・振興のみならず、生徒の心身の健全な育成と豊

かな人間形成を図る上で極めて有意義な教育活動であると考えております。また、新た

な学習指導要領に部活動について記述されたことにより、学校の教育活動としての位置

付けが明確になりました。 
 県では、運動部活動の振興・充実を図るため、専門的指導力を有する外部指導者を公

立中学校や県立高校で活用してまいります。また、指導者の資質向上を図るため、県高

等学校体育連盟や県中学校体育連盟と連携し、全国大会に出場させた経験のあるトップ

レベルの指導者による、中学校・高校の部活動顧問及び外部指導者を対象にした運動部

活動指導者講習会を実施してまいります。 
 また、埼玉県中学校体育連盟や埼玉県高等学校体育連盟主催の大会において、複数の

チーム同士が合同で公式大会試合に参加する機会をつくるなど、合同部活動を推進して

まいりました。 
 音楽、演劇、伝統文化、郷土芸能などの文化部の部活動では、地域のボランティアを

活用するなど、文化部の部活動の充実に努めております。 
 
 
スポーツで埼玉を元気に！事業のうち 

 ジュニア期からの競技力向上事業     １４，８７９千円 

 
 県が実施するジュニアアスリート発掘育成事業の指導者を依頼するなど、
「アスリート」というスポーツ資源の活用を図っております。 

  
 
 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １２０                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ７ スポーツ施設の充実へ向けて  
     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。（廃止高校を含め）体育館・運動場や

校舎の有効利用・稼働率を上げること。 

平成２５年度の対応状況等

 
スポーツで埼玉を元気に！事業のうち 
 生涯スポーツ・相談事業           ２１，３３９千円 

 
総合型地域スポーツクラブは地域住民が主体となり、スポーツを振興することで、地

域住民の健康づくりに寄与するだけでなく、様々な地域課題の解決もねらいとするもの

です。 
専門知識を有する専任指導者の指導・助言により、各地域の実情にあったクラブの育

成及び運営の支援に努め、行政圏を越えた生活圏による総合型地域スポーツクラブの設

立や運営について支援してまいります。 
 
なお、廃校となった高校の運動場などについては、新たな用途による使用が開始され

るまでの間は、可能な限り県民の皆様に開放するよう努めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
スポーツで埼玉を元気に！事業のうち 
 生涯スポーツ・相談事業           ２１，６１９千円 

 
専門知識を有する専任指導者を配置し、行政圏を越えた生活圏による総合型地域スポ

ーツクラブの設立や運営について支援しております。 
 

 なお、廃校となった高校の運動場などについては、新たな用途による使用が開始され

るまでの間は、可能な限り県民の皆様に開放するよう努めております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 
 
 № １２１                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ８ 『家庭教育』の具体的支援 
   近年、家庭教育の弱体化が、子どもに表面化し、高校生が出産した子供を遺棄す

  るなど痛ましい事件が発生している。親の教育のプログラムなどの実施にあたって

は、ＰＴＡ事業の見直しなど、変革が必要である。 

平成２５年度の対応状況等

 
家庭教育支援推進事業          ３，０５０千円 

 

 家庭の教育力の向上を図るため、「埼玉県家庭教育アドバイザー」を市町村や保育所、

幼稚園、小・中・高等学校、公民館等へ派遣し、「親の学習」を推進してまいります。 

 参加型学習の「親の学習」を実施することで、「親になるための学習」及び「親が親と

して育ち、力をつけるための学習」が深まるよう事業展開してまいります。 

 また、ＰＴＡ役員研修会等においても「親の学習」を広報・啓発してまいります。

平成２４年度の対応状況等

 
家庭教育支援推進事業          ７，０８１千円 

 

 家庭の教育力の向上を図るため、「埼玉県家庭教育アドバイザー」を市町村や保育所、

幼稚園、小・中・高等学校、公民館等へ派遣し、「親の学習」を推進しております。 

 参加型学習の「親の学習」を実施することで、「親になるための学習」及び「親が親と

して育ち、力をつけるための学習」が深まるよう事業展開しております。 

 また、ＰＴＡ役員研修会等においても「親の学習」を広報・啓発しております。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １２２                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ９ 児童虐待撲滅へ向けて 
    児童虐待の早期発見の為に、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。 

平成２５年度の対応状況等

 
子どもを虐待から守る学校づくり事業    ２５２千円 

 
 教職員が児童虐待の早期発見と早期対応を確実に行うために、その力量を高める研修

会を実施してまいります。 
 ・学校での児童虐待の対応について、どのように早期発見、早期対応に努めるのかを

  研修する「児童虐待対応研修会」を実施してまいります。 
 ・児童養護施設と学校の連携を一層深めるために、教員、市町村教育委員会職員、児

  童養護施設職員を対象とした「児童虐待アフターケア研修会」を実施してまいりま

  す。 
 
 また、保護者や地域の関心を高めるための児童虐待防止啓発資料「児童虐待のない社

会を！」を、各市町村教育委員会及び県立学校に電子データで配布するなど、児童虐待

防止のための事業を総合的に推進してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
子どもを虐待から守る学校づくり事業     ２５２千円 

 
 教職員が児童虐待の早期発見と早期対応を確実に行うために、その力量を高める研修

会を実施しました。 
 ・学校での児童虐待の対応について、どのように早期発見、早期対応に努めるのかを

  研修する「児童虐待対応研修会」 １１２３人参加 
 ・児童養護施設と学校の連携を一層深めるために、教員、市町村教育委員会職員、児

  童養護施設職員を対象とした「児童虐待アフターケア研修会」 ９５人参加 
  
また、保護者や地域の関心を高めるための児童虐待防止啓発資料「児童虐待のない社

会を！」を、各市町村教育委員会及び県立学校に電子データで配布するなど、児童虐待

防止のための事業を総合的に推進しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１２２                                                         福祉部 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
  ９ 児童虐待撲滅へ向けて 
    児童虐待の早期発見の為に、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。 

平成２５年度の対応状況等

 
  市町村児童相談体制強化事業       ３４，０６７千円 
 
  教員、保育士など児童に関わる機会の多い方々に対して児童虐待の早期発見、早期 
 対応のための研修会を引き続き開催してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  市町村児童相談体制強化事業       ３５，０２０千円 
 
  教員、保育士など児童に関わる職員を対象とした研修会を開催するとともに、市町 
 村の相談体制強化を図るための研修も実施しております。また、児童委員をはじめと 
 して地域で活動する諸団体の関係者に対して児童の見守りをしていただく事業にも

取り組んでおります。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １２３                                                        教育局 

要    望    項    目 
 
７ 文教委員会関係 
 １０ 教育関係施設の耐震・補修修繕について  
    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為、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。私立学校の耐

震化も合わせて推進すること（私立高校 埼玉７８．５％、公立高校 全国平均

８２．４％） 

平成２５年度の対応状況等 
 
○ 市町村立学校施設 

 教育関係施設の耐震・補修修繕につきましては、設置者である市町村により行われて

おります。 

 現在、学校施設の耐震・補修修繕につきましては、国の補助制度や地方交付税等によ

り所要の措置が講じられており、県として独自に財政的措置を講ずることは厳しい財政

状況からも困難でございます。 

 県としましては、市町村の事業が円滑に執行されるよう、財政措置の充実について、

国に対し要望してまいります。 

 また、天井材などの非構造部材を含めた体育館の耐震化については、引き続き、市

町村に対して情報提供を行うとともに、会議等で耐震化の推進を働きかけてまいりま

す。 

 

○ 県立学校施設 

 県立学校非構造部材耐震対策事業 １０９，７０５千円 

 

 県立学校の体育館につきましては、平成２２年度で耐震化を完了しました。 

 今後は、体育館の天井板の崩落による危険が及ばないよう、引き続き学校への注意

喚起を行うとともに、各施設管理者による点検を実施してまいります。また、防災拠

点校３８校３９棟（平成２５年度実施は２０校２０棟）について非構造部材の耐震対

策として、天井に落下防止ネットを設置してまいります。 

 

 （平成２４年度までに完了（予定）） １８校１９棟 

  ※ ２校２棟については別事業において対応済み 

 （平成２５年度に実施の予定）    ２０校２０棟 

 

 

 

 

 



平成２４年度の対応状況等 
 
○ 市町村立学校施設 
 教育関係施設の耐震・補修修繕につきましては、設置者である市町村により行われて

おります。 

 現在、学校施設につきましては、建築後２０年以上経過した建物で事業費７千万円以

上の大規模改造事業については国庫補助の対象とされております。 

 国庫補助の対象とならない通常の維持修繕や改修事業につきましては、地方交付税に

より所要の措置が講じられております。 

また、建築後１５年以上経過した建物で事業費２千万円以上の事業は地方債の対象と

され、その元利償還金に対して交付税措置がなされています。 

 こうした中、県として独自に財政的措置を講ずることは県の厳しい財政状況からも困

難でございます。 

 このため、市町村の事業が円滑に執行されるよう、財政措置の充実について、全国

都道府県教育委員会連合会を通じて、国に対し要望いたしました。 

 また、天井材などの非構造部材を含めた体育館の耐震化については、市町村に対し

て情報提供を行うとともに、会議等で耐震化の推進を働きかけました。 

 
○ 県立学校施設 

 県立学校非構造部材耐震対策事業  ８５，０００千円 

 

 県立学校の体育館につきましては、平成２２年度で耐震化を完了しました。 

 今年度は、体育館の天井板の崩落による危険が及ばないよう、学校への注意喚起を

行うとともに、各施設管理者による点検を実施いたしました。また、防災拠点校のう

ち１６校１７棟について非構造部材の耐震対策として、天井に落下防止ネットを設置

してまいります。 

 



民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
        平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等  

 
№ １２３                              総務部 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 10 教育関係施設の耐震･補修修繕について 
   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為、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。私立学校の耐

震化も合わせて促進すること 
  （私立高校 埼玉７８．５％、公立高校 全国平均 ８２．４％） 

平成２５年度の対応状況等
 
私立学校耐震改修事業費補助           ７３９，４６８千円 
 
 私立学校に通う幼児、児童、生徒の安心・安全を確保するため、学校法人等が実施

する耐震改修工事等に要する経費の一部を補助することにより、園舎、校舎等の耐震

化を促進します。 

 

平成２４年度の対応状況等 

 

私立学校耐震改修事業費補助           ６４０，０６５千円 

 

 私立学校に通う幼児、児童、生徒の安心・安全を確保するため、学校法人等が実施

する耐震診断及び耐震改修工事等に要する経費の一部を補助することにより、園舎、

校舎等の耐震化を促進しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １２４                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 １１ 生徒の非行、教職員の不祥事に対する危機管理対策について  
    生徒の非行や、教職員の不祥事件に対する学校長の権限を強化すると共に危機

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

繰り返される事が無いよう努めること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 生徒の非行については、日ごろから生徒との望ましい人間関係をつくりながら、学校

全体で取り組むとともに、警察等の関係機関をはじめ、地域関係者等との情報交換や行

動連携を深めるよう、学校を指導しております。また、いじめ・暴力行為などの非行発

生時は、各学校における生徒指導部等の組織的な対応を行うよう指導するとともに、学

校への適時適切な支援を行ってまいります。 

 教職員の事故・事件の絶無を期すために、引き続き、不祥事防止チェックリストや校

内研修用リーフレットの活用、教職員倫理確立委員会の一層の活用を図るなどして、教

職員の倫理観を高め、不祥事防止の徹底に努めてまいります。また、不祥事も含め、事

故発生時の緊急対応及び事後対応のための校内組織を整備するなど、危機管理体制づく

りについてさらに学校を指導してまいります。 
 公立小・中学校に関しては、上記の趣旨を踏まえ、市町村教育委員会を通して、学校

を支援してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 生徒の非行については、日ごろから生徒との望ましい人間関係をつくりながら、学校

全体で取り組むとともに、警察等の関係機関をはじめ、地域関係者等との情報交換や行

動連携を深めるよう、学校を指導しております。また、いじめ・暴力行為などの非行発

生時は、各学校における生徒指導部等の組織的な対応を行うよう指導するとともに、学

校への適時適切な支援を行っております。 

 教職員の事故・事件の絶無を期すために、不祥事防止チェックリストや校内研修用リ

ーフレットの活用、教職員倫理確立委員会の一層の活用を図るなどして、教職員の倫理

観を高め、不祥事防止の徹底に努めております。また、不祥事も含め、事故発生時の緊

急対応及び事後対応のための校内組織を整備するなど、危機管理体制づくりについてに

学校を指導しております。 
 公立小・中学校に関しては、上記の趣旨を踏まえ、市町村教育委員会を通して、学校

を支援しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １２５                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 １２ いじめの早期発見・警察との連携強化・隠ぺい防止 
    いじめなどがもとで起こる自殺等を防止するため、全ての教職員の資質を向上

させ、いじめの早期発見、家庭への指導を強化すると共に、教職員間での連携、

警察との連携も強化し、生徒の指導を強化すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 いじめ・非行防止学校支援推進事業         １５，９３８千円 
 インターネットの危険性から子供を守る総合推進事業  ９，９８０千円 
 いじめ・不登校対策相談事業           ７２４，０５１千円 
 
 いじめ問題に対応するため各教育事務所に「いじめ等防止プロジェクトチーム」とし

て支援員を配置し、課題を抱える学校について、関係機関等とも連携しながら学校を支

援していくことにより、いじめ問題の解決に努めてまいります。 
 また、インターネット上におけるいじめに対応するため、インターネットの危険性か

ら子供を守る取組を進めてまいります。 
 さらに、平成２４年度に改訂する「いじめ対応ハンドブック（Ｉ’ｓ：アイズ）」を

活用し、教職員向けの研修会を実施することで、教職員の資質向上と学校における組織

的対応の徹底を図ってまいります。 
 また、平成２４年度に配布したいじめの防止啓発チラシなどを活用し、保護者のいじ

めを許さない意識の醸成を図ってまいります。 
平成２４年度の対応状況等

 
 いじめ問題に対応する教員の資質向上を目的とし、平成１９年度に「いじめ対応ハン

ドブック（I's：アイズ）」を作成し、県内公立学校の全教員へ配布するとともに、研修

会等で活用を図ってまいりました。今年度は、この「いじめ対応ハンドブック（Ｉ’ｓ：

アイズ）」を改訂し、県内公立学校の全教員へ配布するよう準備を進めております。 
 また、いじめの早期発見・早期対応のためには、学校のみならず家庭や地域の協力を

得ることも重要であることから、県内県立学校の全保護者を対象としたいじめに関する

アンケート調査を実施するとともに、家庭におけるいじめ発見シートを配布し、家庭に

おけるいじめ問題の意識啓発に努めております。 
 さらに、学校と警察との連携をさらに強化し、犯罪行為に繋がるようないじめへの対

応について県内各県立学校及び各市町村教育委員会へ通知しております。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １２６                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 １３ 教員の資質向上へ向けた研修の機会を 
    子供達は、今後は特に、産業の空洞化、少子高齢化による高負担という更に厳

しい時代を生き抜いていかなければならない。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・出張は出来る限り長期休暇に組み込むように

すること。 

平成２５年度の対応状況等

 

教職員研修及び調査研究事業   ９１，５７７千円のうち、 

  民間企業等派遣研修         ２２９千円 

  長期派遣研修            ６４５千円 

  リーダーのためのチャレンジ体験研修 １８２千円 

 教職大学院派遣研修事業      ２，６６２千円 

  

  年次研修、長期研修、教育大学大学院・埼玉大学大学院現職教員派遣、民間企業等派

遣研修など、社会体験研修を含め研修の充実を図ってまいります。 

 年次研修における機関研修や専門研修については、長期休業中を中心に設定するなど

してまいります。 

 
平成２４年度の対応状況等

 
 教職員研修及び調査研究事業   ８１，９０３千円のうち、 

  民間企業等派遣研修         ２４４千円 

  長期派遣研修            ６６７千円 

  リーダーのためのチャレンジ体験研修 ２６７千円 

 教職大学院派遣研修事業      ２，６５０千円 

    

 長期研修、教育大学大学院・埼玉大学大学院現職教員派遣により、日本科学未来館ほ

か最先端の研究機関等における研修や、民間企業等派遣研修を実施しております。年次

研修においても、社会体験研修を実施しております。 

 また、年次研修における機関研修や専門研修については、長期休業中を中心に実施し

ております。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １２７                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 １４ 就学差別の排除  
    ノーマライゼーションの理念に基づいた教育実践に向けて、障害の有無によっ

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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 「生きる力」を育むノーマライゼーション教育総合推進事業 
                         ７４２千円 
 
 本人や保護者の気持ちに寄り添った丁寧な就学支援を推進するため、市町村の担当者

を対象とした研修会を実施して理解啓発を図るなど、ノーマライゼーションの理念に基

づく教育を全県へさらに普及させます。 

平成２４年度の対応状況等

  
 「生きる力」を育むノーマライゼーション教育総合推進事業 
                      １，０５５千円 
 
 本人や保護者の気持ちに寄り添った丁寧な就学支援を推進するため、市町村教育委員

会の担当者を対象とした研修会を実施し、適正な就学支援について理解啓発を図るとと

もに、各市町村の就学支援委員会の取組状況などについての情報交換や意見交換を行う

など、ノーマライゼーションの理念に基づく教育を全県へ普及するための取組を行いま

した。 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 
 
 № １２８                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 １５ 複数担任等の充実 
     基礎学力の向上を図る為、複数担任等、これまでの学級の体制にとらわれない

形を積極的に取り入れること。 

平成２５年度の対応状況等

 
県立高等学校においては、少人数学級編制の実施により、少人数指導の充実に努

めてまいります。 

小中学校においては、引き続き、少人数学級編制の特例措置及び少人数指導加配教

員の配置等により、きめ細かな指導の充実に努めます。また、国に対しては、各自治

体の状況を踏まえた教職員配置基準の見直しを行うよう要望してまいります。 
  

平成２４年度の対応状況等

 
県立高等学校においては、少人数学級編制の実施により、少人数指導の充実に努

めております。 

小中学校においては、国の加配定数を弾力的に活用し、本県独自の少人数学級編

制を実施するとともに、少人数指導加配教員等を配置し、きめ細かな指導の充実に

努めております。また、国に対しては、各自治体の状況を踏まえた教職員配置基準の見

直しを行うよう要望いたしました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １２９                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 １６ 地域密着型の学校施設づくり推進  
    地域密着型の学校施設づくりを推進する為、保育園・幼稚園、高齢者施設、Ｎ

ＰＯ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。 

平成２５年度の対応状況等

 
公立小・中学校については、引き続き、福祉部をはじめとする関係部局と連携のもと、

設置・管理権限を有する市町村教育委員会に対し、市町村教育委員会指導事務主管課長

等連絡協議会で、余裕教室等の公的施設の有効な活用について働きかけてまいります。

 
 

平成２４年度の対応状況等

 
公立小・中学校については、福祉部をはじめとする関係部局と連携のもと、設置・管

理権限を有する市町村教育委員会に対し、市町村教育委員会指導事務主管課長等連絡協

議会で、余裕教室等の公的施設の有効な活用について働きかけました。 
 
 

 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １２９                                                        福祉部 

要    望    項    目 
 
 ７ 文教委員会関係 
  １６ 地域密着型の学校施設づくり推進 
    地域密着型の学校施設づくりを推進する為、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。

 
 

平成２５年度の対応状況等 
 

 地域介護・福祉空間整備推進交付金制度 
 
高齢者施設との複合施設化や空き教室を活用した高齢者に対するデイサービスにつ

いては、国の地域介護・福祉空間整備推進交付金制度を活用することができます。 
この交付金は「高齢者と障害者や子どもとの共生型サービス事業」について「事業

立上げの初年度に必要な設備整備等」に必要な経費が補助対象となります。 
引き続き、制度の周知を図り、複合施設化の促進や空き教室を活用した高齢者に対

するデイサービスの拡充に努めてまいります。 
 
放課後児童クラブ施設整備費       ４７４，３７２千円 

 
  放課後児童クラブにつきましては、大規模クラブの解消と高まるニーズに応えるた

 め、引き続き空き教室等の利用や新設での放課後児童クラブの整備を積極的に進めて

 まいります。 
 
 

平成２４年度の対応状況等 
 
  地域介護・福祉空間整備推進交付金制度 
 

高齢者施設との複合施設化や空き教室を活用した高齢者に対するデイサービスにつ

いては、国の地域介護・福祉空間整備推進交付金制度を活用することができます。 
この交付金は「高齢者と障害者や子どもとの共生型サービス事業」について「事業

立上げの初年度に必要な設備整備等」に必要な経費が補助対象となります。 
交付金の事前協議に併せて制度の周知を図り、複合施設化の促進や空き教室を活用

した高齢者に対するデイサービスの拡充に努めました。 
 
 
 



 

 

 
放課後児童クラブ施設整備費       ４１３，３４０千円 

 
  放課後児童クラブにつきましては、大規模クラブの解消と高まるニーズに応えるた

 め、空き教室等の利用や新設での放課後児童クラブの整備を積極的に進めております。

  
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １３０                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 １７ 国際人育成へ向けた環境づくり  
    国際化に対応できる人材の育成を目指し、ＮＧＯ・ＮＰＯと連携し、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。 

平成２５年度の対応状況等 
 

世界を目指す「志」事業          ３６，００２千円 
  
 県立学校では、高校生を世界の一流大学へ短期派遣し、その大学での講義参加や大学

生との意見交換をすることをとおして、世界での活躍を目指す高い志を育成します。 
 また、県立高校の教員を海外へ派遣し、語学教育や科学教育などの先進校で指導方法

などを学び、生徒の志育成を支援してまいります。 
さらに、海外を意識させる討論会（白熱教室）の実施や、文部科学省の「グローバル

語り部派遣事業」を活用して、世界に通用する思考力や留学意識の醸成を図ってまいり

ます。 
 
クイーンズランド州教員交流事業         ７４０千円 

 
 県立高校の教員２名をクイーンズランド州に２～３週間派遣し、現地の大学や高校等

で教科に関する指導法の研修を実施し、国際的な視野を有する資質の高い教員の養成を

図ってまいります。 
また、国際協力機構（ＪＩＣＡ）で１年間研修を行ってきた教員を活用した開発教育・

国際理解教育の推進方法について研究してまいります。 
  
 小中学校では、初任者研修、国際理解教育研究協議会において、国際協力機構（ＪＩ

ＣＡ）等から講師を招き、国際理解教育などに関する講演、研修を実施してまいります。

 
 
 
 
 



平成２４年度の対応状況等 

 
世界を目指す「志」事業          ３２，４５２千円 

 
 県立学校では、高校生を世界の一流大学であるハーバード大学とマサチューセッツ工

科大学へ短期派遣し、海外経験の中で、国際的な視野をはぐくむことにより世界での活

躍を目指す高い志を育成しました。 
 県立高校の教員を海外へ派遣し、語学教育や科学教育などの先進校で指導方法などを

学び、生徒の志育成を支援しました。 
 海外を意識させる討論会（白熱教室）を実施し、世界に通用する思考力を育成しまし

た。 
 
クイーンズランド州教員交流事業         ７４０千円 

 
 県立高校の教員２名をクイーンズランド州に２～３週間派遣し、現地の大学や高校等

で教科に関する指導法の研修を実施し、国際的な視野を有する資質の高い教員の養成を

図りました。 
また、国際協力機構（ＪＩＣＡ）で１年間研修を行ってきた教員を活用した開発教育・

国際理解教育の推進方法について研究いたしました。 
   
 小中学校では、公立小中学校教務主任研修、初任者研修、国際理解教育研究協議会に

おいて、国際協力機構（ＪＩＣＡ）等から講師を招き、国際理解教育などに関する講演、

研修を実施しました。 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １３１                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 １８ 小中一貫教育の拡大 
    義務教育９年間を見通した科目などを置くなど、教委の判断で教育課程の特例

を活用できるよう緩和すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 国において、同一の設置者が設置する小・中学校について、設置者の判断により、９

年間を通じた教育課程の編成ができるよう、学校教育法施行規則の一部改正が検討され

ています。 
 県として、国の検討状況等について、市町村に情報提供してまいりたいと考えており

ます。 

平成２４年度の対応状況等

 
 国は、同一の設置者が設置する小・中学校について、設置者の判断により、９年間を

通じた教育課程の編成ができるよう、学校教育法施行規則の一部改正が検討されていま

す。 
 県は、国の検討状況等について、市町村への情報提供に努めております。 

 



 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １３２                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 １９ 外国人児童生徒への学生生活支援  
    外国人児童生徒の学習や学生生活を支援する為に、積極的に地域の人材の協力

を求めていくこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
帰国児童生徒等への教育充実・サポート事業    ７，３７０千円 

 
 義務教育指導課に支援アドバイザーを１名配置し、海外や日本の教育事情の情報提供

や学校生活の相談等を行います。特に、小・中学校等に派遣して外国人児童生徒・保護

者・教員等を対象に学習面や生活面の相談を行ってまいります。 
 また、県立高校全日制課程７校に日本語コミュニケーション・アドバイザーを配置し、

日本語指導や適応指導を行ってまいります。 
 さらに、ポルトガル語、スペイン語のＣＩＲ（国際交流員）を学校の要請に基づき派

遣し、日本語指導担当教員への当該言語圏の文化に関する指導助言や、当該児童生徒や

その保護者に対して通訳を行います。 
 今後とも、外国人児童生徒の学習や学校生活を支援するよう市町村教育委員会に働き

かけてまいります。 
 
県立高校教育活動総合支援事業のうち 
多文化共生推進事業             １１，２５１千円 
 

 県立学校では、高校定時制課程１０校に多文化共生推進委員を配置し、外国人児童生

徒に対し日本語指導、適応指導、教育相談等の支援を実施してまいります。  
 
 
 
 



平成２４年度の対応状況等 

 
帰国児童生徒等への教育充実・サポート事業    ７，３０４千円 

 

 小中学校では、義務教育指導課に支援アドバイザーを１名配置し、海外や日本の教育

事情の情報提供や学校生活の相談等を行いました。特に、小・中学校に派遣して外国人

児童生徒・保護者・教員等を対象に学習面や生活面の相談を行っています。 

 また、県立高校全日制課程７校に日本語コミュニケーション・アドバイザーを配置し、

日本語指導や適応指導を行っております。 
さらに、ポルトガル語、スペイン語のＣＩＲ（国際交流員）を学校の要請に基づき派

遣し、日本語指導担当教員への当該言語圏の文化に関する指導助言や、当該児童生徒や

その保護者に対して通訳を行っています。 

 その他、ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語のニュースレターを発行し、情報

提供を行っています。 

 外国人児童生徒の学習や学校生活を支援するよう市町村教育委員会に働きかけており

ます。 
 
＜参考＞ 

  平成２４年度の実績（４月～９月）  

  支援アドバイザー相談件数………３５８件 

  支援アドバイザー派遣回数…………３９回 

   ＣＩＲ（国際交流員）派遣回数……４７回 

   日本語コミュニケーション・アドバイザーの配置…県立高校全日制課程７校 

 

 

市町村総合助成事業のうち  

  学力向上支援員配置事業            ４，６７１千円 

 

 学校教育に係る市町村総合助成事業のうち「学力向上支援員配置事業」において、平

成２１年度より実施要領の業務内容等に、「帰国児童生徒・外国人児童生徒等の日本語学

習指導」を追加し、地域の人材に協力を求めながら、外国人児童生徒等に対して学習内

容の理解や円滑な学校生活への順応ができるよう、支援に努めております。 

 

県立高校教育活動総合支援事業のうち  

  多文化共生推進事業             １１，２５１千円 

 

 県立学校では、高校定時制課程１０校に多文化共生推進委員を配置し、外国人児童生

徒に対し日本語指導、適応指導、教育相談等の支援を実施しております。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １３３                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ２０ 評価制度実施に際して  
    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共に、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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 学校経営改革推進事業             ２，２１９千円 

 

 平成２０年度から、一部改正した人事評価制度を実施しております。平成２５年度

は、教育現場の実態把握に努めるとともに、引き続き評価者研修等を実施し、運用の

改善を図ってまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 学校経営改革推進事業             ２，２２１千円 

 

 平成２０年度から、一部改正した人事評価制度を実施しております。平成２４年度

は、教育現場の実態把握に努めるとともに、評価者研修等を実施し、運用の改善を図

りました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １３４                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ２１ 教育の機会均等  
     学校・家庭・地域社会が一体となった教育を推進する為には、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事が必要

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。 

平成２５年度の対応状況等

 
教育施設の跡地利用については、地元市町と適宜調整を行い、検討を進めてまいりま

す。 

平成２４年度の対応状況等

 
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の跡地利用につきまし

ては、地元市町を通じて住民の意向も確認しながら協議、調整を進めております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １３５                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ２２ コミュニケーション技術習得へ向けて  
    コミュニケーション技術を習得する為、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。 

平成２５年度の対応状況等
  
 平成２５年度も、児童生徒の社会力や豊かな人間性などの育成を図るため、「埼玉の
こども７０万人体験活動」を推進し、職場体験や勤労生産体験、交流体験などの体験活
動、校外での活動、専門的な知識・技能をもった方や地域のボランティア、異年齢の人
と接する活動により、コミュニケーションの相手や機会を広げるとともに、コミュニケ
ーション能力を育成できるよう、市町村教育委員会指導事務主管課長等連絡協議会等に
おいて、市町村教育委員会に働きかけてまいります。 
 また、新しい高等学校学習指導要領で主な改善事項にあげられている言語活動の充実
に取り組み、各教科等で評論、論述、検討などの学習を充実させ、生徒のコミュニケー
ション能力の向上を図ってまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 平成２４年度は、児童生徒の社会力や豊かな人間性などの育成を図るため、「埼玉の
こども７０万人体験活動」を推進し、職場体験や勤労生産体験、交流体験などの体験活
動、校外での活動、専門的な知識・技能をもった方や地域のボランティア、異年齢の人
と接する活動により、コミュニケーションの相手や機会を広げるとともに、コミュニケ
ーション能力を育成できるよう、市町村教育委員会指導事務主管課長等連絡協議会等に
おいて、市町村教育委員会に働きかけてまいりました。 
 また、新しい高等学校学習指導要領で主な改善事項にあげられている言語活動の充実
に取り組み、各教科等で評論、論述、検討などの学習を充実させ、生徒のコミュニケー
ション能力の向上を図っております。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １３６                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ２３ 就労教育の推進  
    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、働く事の意味を考え

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」の小中学校の設置率を上げると共に、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。 
平成２５年度の対応状況等

 
１ 高等学校においては、平成２５年度もこれまでの取組の内容を検討した上で、引き

続き以下の事業を実施してまいります。また、生徒に「働くことの意味」をしっかり

考えさせるため、３年間を通してのキャリア教育の充実を推進してまいります｡ 
①高校生の就業体験 
高校生体験活動総合推進事業の「就業体験の推進」に位置付けて実施します。 

１，０３２千円 
   ・推進校(３０校)等において、年間指導計画に位置付けた就業体験を実施いたします。

    ・生徒の保険代と教員の旅費の一部負担の予算措置を行います。 
  ・受け入れを頂いた企業等に対しましては、定期的に感謝状をお渡しする予定です。

②就職支援アドバイザー              １４，６７７千円 
  ・就職希望者の多い学校を中心に、県立高校３５校に派遣を予定しています。 
  ・生徒の面接指導や進路相談などの就職指導を支援  
  ・事業内容：生徒に対する面接指導やキャリアカウンセリングを実施します。 
        教員への企業側の職業観等の情報提供・アドバイスを実施します。 
        生徒と企業のマッチングのための企業訪問を可能にする予定です。 
  ・配置方法：１日あたり４時間を標準として、４１日間派遣の予定です。 
③「高等学校就職支援教員」（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ･ﾃｨｰﾁｬｰ）の配置により就職支援を行います。

④企業や経済団体等との連携による四者面談会     １，１６０千円 
  ・企業等と生徒、保護者、教員の四者で進路に関する面談を実施します。  
⑤キャリア教育の充実 

  ・キャリアカウンセラー養成研修会の実施 
 ⑥自分発見！高校生感動体験プログラム事業      ７，７６０千円 

  ・県立高等学校において、生徒自身が高校生活の意義を見いだし、自己有用感を高

め、自分自身が社会の一員としてかけがえのない存在であることを自覚させるこ

とをねらいとした就労体験、社会貢献活動などの体験活動を推進してまいります。
   なお、職場体験の受入れ業者への謝礼金については、厳しい財政状況のため、予

算化は難しい状況です。 



２ 小中学校について 
①キャリア教育総合推進事業            ３，６９０千円 

・地区進路指導・キャリア教育研究協議会の開催（４地区で１０月に開催） 
・家庭・学校・地域「ふれあい講演会」の開催（県内全中学校） 

 
②平成２０年度に策定した「みどりの学校ファーム推進方針」及び「みどりの学校フ

ァーム推進マニュアル」に沿って、小中学校での「学校ファーム」の円滑な実施を

目指します。 
そのため、市町村や学校の理解を得ながら、農林部と連携した取組を進め、「学

校ファーム」を推進してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
１ 高等学校においては、職場体験の充実や働くことの意味を考えさせる教育を推進

するため、以下の事業を実施しております。また、生徒に「働くことの意味」をし

っかりと考えさせるため、３年間を通してのキャリア教育の充実を推進しております｡

①高校生の就業体験 
  高校生体験活動総合推進事業の「就業体験の推進」に位置づけて実施しております。

                         １，２０４千円 
   ・推進校(３５校)を指定し、年間指導計画に位置付けて就業体験を実施しております。

   ・生徒の保険代と教員の旅費の一部負担の予算措置を行っております。  
②就職支援アドバイザー              １４，７９１千円 

  ・就職希望者の多い学校を中心に、県立高校３５校に派遣しています。 
  ・生徒の面接指導や進路相談などの就職指導を支援  
  ・事業内容：生徒に対する面接指導やキャリアカウンセリングを実施。 
         教員への企業側の職業観等の情報提供・アドバイスを実施。 
         生徒と企業のマッチングのための企業訪問を可能にする予定。 
  ・配置方法：１日あたり４時間を標準として、４９日間派遣しています。 
③「高等学校就職支援教員」（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ･ﾃｨｰﾁｬｰ）の配置による就職支援 
④企業や経済団体等との連携による四者面談会の実施   １，１６０千円 

  ・企業と生徒、保護者、教員の四者で進路に関する面談を実施  
⑤キャリア教育の充実 

  ・針路オリエンテーションの実施（県立高校２１校）  ２，０９０千円 
  ・キャリアカウンセラー養成研修会の実施 
 ⑥自分発見！高校生感動体験プログラム事業      ９，９２８千円 

  ・県立高等学校において、１年生全員に５日間の就労体験等を行うフレッシュ高

校生社会体験活動プログラムと学び直しの授業や補習を行うとともに、人間関

係づくりを学ばせるためのアドベンチャー教育等を行うステップアッププロ

グラムを実施しました。 
 
２ 小中学校について 
①キャリア教育総合推進事業             ３，６９０千円 
・地区進路指導・キャリア教育研究協議会の開催（４地区で１０月に開催） 

  ・家庭・学校・地域「ふれあい講演会」の開催（県内全中学校） 
 



②平成２０年度に策定した「みどりの学校ファーム推進方針」及び「みどりの学校フ

ァーム推進マニュアル」に沿って、小中学校での「学校ファーム」の円滑な実施を

目指し、「埼玉の子ども７０万人体験活動」の一環として、各種会議、広報媒体を

活用した全県への普及・啓発、体験活動に係る推進委員会や地区別担当者会議、実

践発表会の開催、取組事例の収集・紹介などにより推進を図りました。 
   また、農林部と連携して、「学校ファーム取組事例集」の全小中学校への配布、

実施状況の調査などを実施することで、「学校ファーム」を推進しました。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２４年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１３６                             農林部 

要   望   項   目 
 
７ 文教委員会関係 
 ２３ 就労教育の推進  

 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」の小学校の設置率を上げる

と共に、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。 
 
 
 

平成２５年度の対応状況等  
 
 
 みどりの学校ファームｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ支援事業    １，２６０千円 
 
 学校を単位に、植え付けから収穫までの複数の生育過程を体験する「学校ファ

ーム」の更なる充実を支援します。 
  
 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
  
 学校を単位に、植え付けから収穫までの複数の生育過程を体験する「学校ファ

ーム」の取組を支援しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １３７                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ２４ 栄養教諭等の配置基準について  
    小中学校の栄養教諭等の配置基準の見直しをすること。 

平成２５年度の対応状況等

 
引き続き、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」

に基づき、栄養教諭等を配置してまいります。また、国に対しては、各自治体の状況

を踏まえた教職員配置基準の見直しを行うよう要望してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」が定める基

準に基づき、栄養教諭等を配置しております。また、国に対しては、各自治体の状況

を踏まえた教職員配置基準の見直しを行うよう要望いたしました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １３８                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ２５ シティズンシップの導入 
   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（ミニミュンヘンなど）を、地域の力を借りて、

小・中・高校生が実践できるようにすること。消費者教育を強化すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 生徒にティズンシップを育成させるためには、生徒の発達段階に応じ、社会や経済の

しくみを考えさせるとともに、主体的かつ積極的に社会に関わろうとする態度をはぐく

む必要があります。 
 小学校家庭科、中学校技術・家庭科では、「身近な消費生活と環境」について、発達

段階に応じた学習をしてまいります。なお、学習指導要領では、主体的に生きる消費者

をはぐくむ視点が重視されております。 

 中学校社会科では、第３学年社会科の公民的分野において、家族、学校、社会など

を取り上げ、政治や経済を含め個人と社会の関わりについて学習をしてまいります。

なお、中学校の学習指導要領では、公民的分野で持続可能な社会の実現に向けて学習

する内容が加わり、よりよい社会を築くためにどうするのか自分の考えをまとめ社会

の形成に参画する態度を養うことが重視されております。 

 また、埼玉県中学校教育課程指導資料や埼玉県中学校教育課程実践事例集などで示

した事例などを基に、各地区の教育課程研究協議会において、自主的、合理的な判断

や行動ができる主体性を育成することの重要性について説明してまいります。 

 高等学校においても、公民科の授業において、新聞やインターネットなどから情報

を収集し、討議やディベートなどを行うことで、現代の社会について考察させ、良識

ある公民として必要な能力や態度を育成してまいります。また、埼玉県高等学校教育

課程研究協議会において、平和で民主的な国家・社会を形成するために必要な自覚と

資質を育成することの重要性について説明してまいります。 



平成２４年度の対応状況等

 
 小学校家庭科、中学校技術・家庭科では、「身近な消費生活と環境」の学習内容にお

いて、発達段階に応じて学習できるようにしてまいります。なお、学習指導要領では、

主体的に生きる消費者をはぐくむ視点が重視されております。           

 中学校では、第３学年社会科の公民的分野において、家族、学校、社会などを取り

上げ、政治や経済を含め個人と社会の関わりについて学習をしております。なお、中

学校の学習指導要領では、公民的分野で持続可能な社会の実現に向けて学習する内容

が加わり、よりよい社会を築くためにどうするのか自分の考えをまとめ社会の形成に

参画する態度を養うことが重視されております。 

 また、埼玉県中学校教育課程指導資料や埼玉県中学校教育課程実践事例集などで示

した事例などを基に、各地区の教育課程研究協議会において、自主的、合理的な判断

や行動ができる主体性を育成することの重要性について説明いたしました。 

 高等学校においても、公民科の授業において、新聞やインターネットなどから情報

を収集し、討議やディベートなどを行うことで、現代の社会について考察させ、良識

ある公民として必要な能力や態度を育成しております。また、埼玉県高等学校教育課

程研究協議会において、平和で民主的な国家・社会を形成するために必要な自覚と資

質を育成することの重要性について説明いたしました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 
 
 № １３９                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ２６ 幼稚園・保育園と小学校における相互交流 
    幼稚園・保育園と小学校間における相互交流を図ると共に、連携により接続を

一層円滑にさせること。 

平成２５年度の対応状況等

 
幼少期教育充実事業         １，７１４千円 

  
 引き続き、県内４地区において、幼稚園・保育所と小学校の教職員の合同研修会を実

施し、連携を推進してまいります。 
 また、平成２３年度に作成した幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続に向けた「接

続期プログラム」及び平成２４年度に作成する「実践事例集」を県内すべての幼稚園･保

育所・小学校に周知するとともに、効果的な活用を図るため具体的な実践事例の蓄積を

進めてまいります。 
 さらに、平成２２年度に策定した子育ての目安「３つのめばえ」の普及と活用促進に

より、家庭、幼稚園・保育所・認定こども園、小学校が一体となった教育の展開を目指

し、幼児教育の充実を図ってまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
幼少期教育充実事業         ３，５１２千円 

  
 県内４地区において、幼稚園・保育所と小学校の教職員の合同研修会を実施し、連携

を推進しております。 
 また、平成２３年度に作成した幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続に向けた「接

続期プログラム」を、県内すべての幼稚園･保育所・小学校に周知するとともに、効果的

な活用を図るため具体的な実践事例を示した「実践事例集」を作成します。 
 さらに、平成２２年度に策定した子育ての目安「３つのめばえ」の普及と活用促進に

より、家庭、幼稚園・保育所・認定こども園、小学校が一体となった教育の展開を目指

し、幼児教育の充実を図っております。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １４０                                                        教育局 

要    望    項    目

 
７ 文教委員会関係 
 ２７ 特別支援教育の充実 
    「特別支援学級への指導、助言、援助」「特別支援教育等に関する相談対応・

情報提供」など、特別支援学校のセンター的機能をより一層充実させること。ま

た、特別支援学校の児童生徒が、小・中学校の通常学級や特別支援学級で学習活

動を行うなど、特別支援学校と市内小・中学校との積極的な支援籍学習を進める

と共に、特別支援教育担当者が特別支援学校の教員として一定期間勤務するなど、

特別支援学校との積極的な人事交流をはかること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 特別支援教育体制推進事業のうち 

センター的機能推進事業             ５，４４０千円 
「生きる力」を育むノーマライゼーション教育総合推進事業 

７４２千円 
  
 特別支援学校のセンター的機能の充実のため、特別支援学校、高等学校の特別支援教

育コーディネーター及び県教育事務所、市町村教育委員会の担当指導主事を対象に研修

や情報交換の機会を設定し、引き続き、担当者の専門性向上と円滑な連携を図ってまい

ります。 
 
支援籍に対する理解・啓発を図るため、支援籍地域推進員地区別連絡会、ノーマライ

ゼーション教育推進地域研修会などの研修を開催するとともに、支援籍を実施するため

の体制整備を推進するため、ボランティア育成事業等を実施するなど、引き続き支援籍

学習の推進を図ってまいります。 
 
 異校種での勤務を希望する意欲のある中堅教員を対象に公立小・中学校教員と県立

特別支援学校教員の期限附き（原則２年）人事交流を引き続き実施してまいります。 
 
 



平成２４年度の対応状況等

 
 特別支援教育体制整備事業のうち 

センター的機能充実事業             ６，５５８千円 
 「生きる力」を育むノーマライゼーション教育総合推進事業 

１０５５千円 
 
 特別支援学校のセンター的機能の充実のため、特別支援学校、高等学校の特別支援教

育コーディネーター及び県教育事務所、市町村教育委員会の担当指導主事を対象に研修

や情報交換の機会を設定し、担当者の専門性向上と円滑な連携を図りました。 
 
支援籍に対する理解・啓発を図るため、支援籍地域推進員地区別連絡会、ノーマライ

ゼーション教育推進地域研修会などの研修を開催するとともに、支援籍を実施するため

の体制整備を推進するため、ボランティア育成事業等を実施するなど、支援籍学習の推

進を図っております。 
 
 異校種での勤務を希望する意欲のある中堅教員を対象に公立小・中学校教員と県立

特別支援学校教員の期限附き（原則２年）人事交流を実施しております。 
 平成２４年度当初に人事交流した教員は、小中学校から特別支援学校へ４名、特別

支援学校から小中学校へ１名の合計５名でございました。 
 

 

 



 

      民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 対 応 状 況 等 

 
№１４１                            警察本部 

要   望   項   目 
 
８ 警察危機管理防災委員会関係  
 １ 『防犯のまちづくり条例』に基づく安心・安全の環境づくり 
   「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（感謝状贈呈や積極的な広報を含む）を高めること。また犯罪

  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。自主防犯団体の数などについては、数値目標も明確化し更なる充実

  に努めること。 
 

平成２５年度の対応状況等  
 
  「埼玉県防犯のまちづくり推進条例」に基づき、県民の安全安心な生活環境

 づくりのため、自治体や事業者等と地域安全活動に関する協定締結等の連携強

 化を図るとともに、次の取組を推進します。 
 ○ 自主防犯活動団体の活動の拡大と定着化・活性化に向けた活動支援 
   目標：平成 26 年度末には、自主防犯活動団体を 6,000 団体にする 

  ※ 埼玉県防犯のまちづくり推進計画による数値目標 
 ○ 青色防犯パトロールの拡大に向けた働きかけ 
 ○ 地域安全活動に関する協定の締結等の自治体や事業者等との連携の強化  
 ○ 県民の防犯意識高揚のための積極的な犯罪・防犯情報の提供 
 ○ 見通しの確保や防犯カメラの設置等の自治体や事業者が行う犯罪を起こさ

  せにくい環境づくりの促進と支援 
 

平成２４年度の対応状況等  
  
  「埼玉県防犯のまちづくり推進条例」に基づき、県民の安全安心な生活環境

 づくりのため、自治体や事業者等と地域安全活動に関する協定締結等の連携強

 化を図ったほか、次の取組を推進しました。 
 ○ 自主防犯活動団体の活動の拡大と定着化・活性化に向けた活動支援 
  ・ 自主防犯活動団体数 5,633 団体（平成 24 年 12 月末現在） 

 ○ 青色防犯パトロールの拡大に向けた働きかけ 
  ・ 青色防犯パトロール 193 団体 488 台（平成 24 年 12 月末現在） 

 ○ 地域安全活動に関する協定の締結等の自治体や事業者等との連携の強化 

  ・ 地域安全活動に関する協定の締結 755 協定 1,627 事業者等（平成 24 年

12 月末現在） 

 ○ 県民の防犯意識高揚のための積極的な犯罪・防犯情報の提供 

  ・ 主な情報発信数（平成 24 年 12 月末現在） 

    メールマガジン発信 2,698 回、防犯速報 27 回、ＳＤＮ速報 17 回、ひま

   わり畑 15 回、金融機関・コンビニ等への事件情報 103 回 

  ・ 防犯指導 6,252 回 626,889 人（平成 24 年 12 月末現在） 



 

 ○ 見通しの確保や防犯カメラの設置等の自治体や事業者が行う犯罪を起こさ

  せにくい環境づくりの促進と支援 

 ◎ 主な設置状況 

  ・ 春日部市が春日部駅の地下道に４基の防犯カメラを設置 

  ・ 所沢市が市内小学校に７基の防犯カメラを設置 

  ・ 松伏町が町内小中学校に 20 基の防犯カメラを設置 

  ・ 鴻巣市が市内小学校に２基の防犯カメラを設置 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１４１                                                       県民生活部 

要    望    項    目
 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １ 『防犯のまちづくり条例』に基づく安心・安全の環境づくり 
   「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（感謝状贈呈や積極的な広報を含む）を高めること。 

  また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。自主防犯団体の数などについては、数値目標も明確化し更なる充実

  に努めること。 
平成２５年度の対応状況等

 
 防犯のまちづくり推進事業費                    ８，１９４千円

 （うち普及啓発、推進会議、レベルアップセミナーの開催、 

    防犯グループ指導、重点抑止犯罪対策） 
 
 

日本一の防犯共助県づくり推進事業費               ５１，０００千円

  全県を網羅する防犯のまちづくり推進体制の「埼玉県防犯のまちづくり推進会議」

 を活用しながら、自治体、企業・各種団体との協力体制を強めます。 
  「平成２６年度末までに自主防犯活動団体数を６，０００団体にする」重点指標を

 規定する「埼玉県防犯のまちづくり推進計画」推進のため、「防犯のまちづくり出前

 講座」や感謝状贈呈を行い、防犯活動の立ち上げや継続のモチベーションの向上を図

 ります。また、「わがまち防犯隊レベルアップセミナー」による自主防犯活動の活性

 化と継続の促進や、議員連盟等との街頭キャンペーンなどの啓発活動を行います。 

  自主防犯団体の育成などの事業を実施する市町村に対し、「防犯共助県づくり推進

 事業補助金」による補助金を交付し、ソフト・ハードの支援を充実します。 

平成２４年度の対応状況等
 
 防犯のまちづくり推進事業費                    ６，８９４千円

 （うち普及啓発、推進会議、レベルアップセミナーの開催） 

 「減らそう犯罪の日」一斉パトロール実施事業費           １，７３９千円

 
 

日本一の防犯共助県づくり推進事業費               ６０，０００千円

  全県を網羅する防犯のまちづくり推進体制の「埼玉県防犯のまちづくり推進会議」

 を活用しながら、自治体、企業・各種団体との協力体制を強めました。 
  「平成２６年度末までに自主防犯活動団体数を６，０００団体にする」重点指標を

 規定する「埼玉県防犯のまちづくり推進計画」推進のため、「防犯のまちづくり出前

 講座」や感謝状贈呈を行い、防犯活動の立ち上げや継続のモチベーションの向上を図

 りました。また、「わがまち防犯隊レベルアップセミナー」による自主防犯活動の活

 性化と継続の促進や、議員連盟等との街頭キャンペーンなどの啓発活動を行いました。

  自主防犯団体の育成などの事業を実施する市町村に対し、「防犯共助県づくり推進

 事業補助金」による補助金を交付し、ソフト・ハードの支援を充実しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１４１                                                      都市整備部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １ 『防犯のまちづくり条例』に基づく安心・安全の環境づくり 
   「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（感謝状贈呈や積極的な広報を含む）を高めること。また犯罪を起こし 

   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。自 

   主防犯団体の数などについては、数値目標も明確化し更なる充実に努めること。

平成２５年度の対応状況等

 
  都市づくり企画推進費            ９２３千円 
 
  防犯性の高い安心して暮らせるまちにするためには、地域住民による防犯パトロ 

 ールなどの地域安全活動とともに、犯罪を起こしにくい防犯に配慮した道路や公園 

 など公共施設の環境整備が必要です。 
  こうしたことから、犯罪を起こしにくい環境づくりを推進するために、各地域振 

 興センターと連携し犯罪の防止に配慮した道路等の構造等の基準や工夫事例を、市 

 町村に周知するとともに、自治会等の各種団体に対し県政出前講座を活用して、防 

 犯性の高いまちづくりに向けた取組の普及・啓発を図ります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  都市づくり企画推進費            ９７１千円 
 
  防犯性の高い安心して暮らせるまちにするためには、地域住民による防犯パトロ 

 ールなどの地域安全活動とともに、犯罪を起こしにくい防犯に配慮した道路や公園 

 など公共施設の環境整備が必要です。 
  こうしたことから、犯罪を起こしにくい環境づくりを推進するために、各地域振 

 興センターと連携し犯罪の防止に配慮した道路等の構造等の基準や工夫事例を、市 

 町村に周知するとともに、自治会等の各種団体に対し県政出前講座を活用して、防 

 犯性の高いまちづくりに向けた取組の普及・啓発を図っております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１４２                                                         教育局 

要    望    項    目 
 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ２ 犯罪から県民を守る・反社会的勢力を社会から排除する  
   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。年度内に県下全市町村における「暴力団排除条例」の

制定されるよう、県及び県警から自治体に働きかけをしっかり行うこと。 
平成２５年度の対応状況等 

  

児童生徒の規範意識及び生命の大切さに関する意識を醸成し、非行・問題行動を抑

止するため、警察等の関係機関等と連携して「非行防止教室」の開催を全ての小・中・

高等学校（さいたま市を除く。）で実施するよう推進します。また、警察等と連携し、

各学校や関係団体等に啓発用リーフレットを配布するなど、地域等一帯となった暴力

団排除の機運を醸成してまいります。 

  

薬物乱用防止の取組としては、全県の市町村教育委員会指導主事会や県立学校校長

会、保健主事研修会等で薬物乱用防止教室に保護者の参加を促すよう繰り返し指導し

てまいります。 

また、薬物乱用防止教室の実施状況については、実践状況調査で把握してまいります。

さらに、児童生徒への薬物乱用防止に関する指導法を「薬物乱用防止教育研修会」を

とおして教職員に指導してまいります。 

 
平成２４年度の対応状況等 

  

児童生徒の規範意識を醸成し、非行・問題行動を抑止するため、警察等の関係機関

等と連携して「非行防止教室」を開催しました。また、県警本部と連携し、各学校や

関係機関等に啓発用リーフレットを配布するなど、暴力団排除の機運の醸成を図るとと

もに、各学校において暴力団排除のための教育が必要に応じて行われるよう努めてまい

りました。 
 
薬物乱用防止の取組としては、全県の市町村教育委員会指導主事会や県立学校校長会、

保健主事研修会等で薬物乱用防止教室に保護者の参加を促すよう繰り返し指導しまし

た。薬物乱用防止教室の実施状況について実践状況調査で把握しております。 

教員が児童生徒に対して薬物乱用防止に関する指導法を研修するため、「薬物乱用防止

教育研修会」を開催しました。 

それに加えて、文部科学省の事業を活用し、薬物乱用防止教室推進事業（平成２４年

度文部科学省事業）として、学校薬剤師を薬物乱用防止教育に活用するために、薬物乱



用防止教室の講師のための研修会を開催しました。 

 埼玉県がモデルとするような薬物乱用防止教室を示し、警察官、指導員、学校薬剤

師と教職員が効果的な講演や指導法について研究協議を行う研修会を開催しました。
 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会  
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１４２                            警察本部 

要   望   項   目 
 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

 ２ 犯罪から県民を守る・反社会的勢力を社会から排除する 

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

りの更なる強化と啓発活動を、関係機関と連携して強力に推進すること。 

   ２３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協力に取り組むこと。年度内に県下全市町

  村における「暴力団排除条例」の制定されるよう、県及び県警から自治体に

  働きかけをしっかりと行うこと。 

平成２５年度の対応状況等  
 
  少年犯罪を防止するため、平成 24 年の県警察重要施策に「少年の非行防止」

を掲げ、 

 ○ 地域非行集団の検挙・解体 

 ○ 出会い系サイト等を利用した児童買春・児童ポルノ事犯、薬物事犯など少

  年の福祉を害する犯罪の取締り 

 ○ 街頭補導活動の強化による喫煙や深夜徘徊などの不良行為少年に対する指

  導・助言及び少年の犯罪被害の防止 

 ○  学校等と連携し、少年や保護者を対象とした非行防止教室の開催による少

  年の規範意識を醸成する活動 

 などを推進するほか、少年非行防止ボランティア等と連携した街頭キャンペー

ン等による広報啓発活動に努めます。 

   

  埼玉県暴力団排除条例を、より一層、県民及び事業者に周知させる対策とし

 て、引き続き県警ホームページをはじめ各種広報媒体を活用した積極的な広報

 活動に努めるとともに、 
 ○ 反社会的勢力の排除に関する講習会 
 ○ 地域または職域毎に結成された協議会等の会合 
 ○ 各自治体で開催される暴排大会 
 ○ 暴力団対策法に規定された不当要求防止責任者講習 
 等の場を利用するなどして、条例の県民への浸透を図ります。 

  また、 

 ○ 職域における暴力団排除組織の新設 

 ○ 市町村暴力団排除条例の早期制定に向けた支援 

 ○ 反社会的勢力の排除に関する講習会の受講 

 を働きかけるなど「社会全体対暴力団」というフレーズに見合った、反社会的

 勢力の排除機運の醸成に強力に取り組みます。 

 



 

平成２４年度の対応状況等  
 

  少年犯罪を防止するため、 

 ○ 非行少年 6,639 人を検挙・補導したほか、喫煙、深夜はいかいなど不良行

  為少年 55,896 人（平成 24 年 12 月末現在）を補導 

 ○ 地域非行集団を解体するため、徹底した検挙活動に努め、非行集団に加入

  している少年 159 人（平成 24 年 12 月末現在）を検挙 

 ○  学校等と連携し、少年や保護者等約 43 万人を対象として非行防止教室を

  1,836 回（平成 24 年 12 月末現在）開催したほか、少年非行防止ボランティ

  ア等と連携した街頭キャンペーン、警察の広報誌やホームページ等による広

  報啓発活動を実施 

 ○ 学校やＰＴＡ等と連携を図りながら、スクール・サポーターを中学校 41 校

  （平成 24 年度 12 月末現在）に派遣 

 をしました。 

 

   埼玉県暴力団排除条例を県民及び事業者に周知させる対策として 

 ○ 反社会的勢力の排除に関する講習会(83回 5,461人） 

 ○ 地域または職域毎に結成された協議会等の会合（13回 467人） 

 ○ 各自治体で開催される暴排大会（２回） 

 ○ 暴力団対策法に規定された不当要求防止責任者講習（39回 1,916人） 

 等を利用して条例の県民への浸透を図りました。 

  また、 

 ○ 職域における暴力団排除組織の新設（２組織を新設） 

 ○ 市町村における暴力団排除条例の制定（31自治体制定 49,2%） 

 ○ 反社会的勢力の排除に関する講習会の受講（83回 5,461人） 

 ○ 官民一体となった条例施行１周年キャンペーンの開催 

 を働きかけるなど「社会全体対暴力団」というフレーズに見合った、反社会的

 勢力の排除機運の醸成に強力に取り組みました。 

 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １４２                                                        県民生活部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

 ２ 犯罪から県民を守る・反社会的勢力を社会から排除する 

   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強力に推進すること。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。年度内に県下全市町村における「暴

   力団排除条例」が制定されるよう、県及び県警から自治体に働きかけをしっか

   りと行うこと。 

平成２５年度の対応状況等 
 
 青少年非行防止対策推進費         ３，５３４千円 

 

 「青少年立ち直り支援サイト」を通じた相談対応や「青少年立ち直り体験交流会」の

実施など、ＮＰＯや関係機関等と連携して、非行等の問題を抱える青少年の立ち直りを

支援する取組を推進してまいります。 

 

平成２４年度の対応状況等

 
 青少年非行防止対策推進費         ３，８５５千円 
 
 「青少年立ち直り支援サイト」を通じた相談対応や「青少年立ち直り体験交流会」

の実施など、ＮＰＯや関係機関等と連携して、非行等の問題を抱える青少年の立ち直

りを支援する取組を推進しています。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１４２                                                       保健医療部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ２ 犯罪から県民を守る・反社会的勢力を社会から排除する 
   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 
に力を入れると共に、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。年度内に県下全市町村における「暴力団排除 
条例」の制定されるよう、県及び県警から自治体に働きかけをしっかり行うこと。

平成２５年度の対応状況等

 
 薬物乱用防止対策推進指導費               １３，５４０千円 

 
  麻薬、覚せい剤等の取扱施設の立入検査を実施し不正使用等を防止するとともに 
 違法ドラッグ対策としてインターネット監視や買上検査を実施します。 
  また、薬物乱用防止啓発サイトにより、わかりやすい情報を発信するほか、薬物 
 乱用防止キャンペーン、研修会・講習会などを通じ、積極的に啓発活動を行います。

 

平成２４年度の対応状況等

 
薬物乱用防止対策推進指導費               １２，７７０千円 

 
  麻薬、覚せい剤等の取扱施設の立入検査を実施し不正使用等を防止するとともに 
 違法ドラッグ対策としてインターネット監視や買上検査を実施しました。 
  また、薬物乱用防止啓発サイトにより、わかりやすい情報を発信するほか、薬物 
 乱用防止キャンペーン、研修会・講習会などを通じ、積極的に啓発活動を行いまし 
た。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１４３                                                       警察本部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ３ 脱法ドラッグ・脱法ハーブの規制・取り締まり・啓発の強化現在、特に若者の

  間で使用が広まり社会問題化している脱法ドラッグ、脱法ハーブの取り締まりを

  さらに強化すること。地方薬事審議会は県に対して、脱法ドラッグ対策の基本方

  針を定めることを提言しているが（平成１８年）、基本方針が未だ定められてい

  ない。国では薬事法改正によって規制や取り締まりの強化を図っていくが、薬の

  危険性や違法性を若者に啓発していくことを含め、県の果たす役割が大きいこと

  から、基本方針を早期に定め、県民総ぐるみで脱法ドラッグ・ハーブの利用根絶

  に向けて取り組むこと。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
  ○ 少年の規範意識を醸成するため、学校と警察が緊密に連携し、小学校低学年  

   の時期から発達段階に応じて薬物乱用防止に関するテーマを取り上げ、薬物乱 

   用防止教室の開催に努めます。 

  ○ 家庭内において親子が薬物問題について話し合うことができるように、保護 

   者参加型の教室を継続的に推進します。 

  ○ 覚醒剤等の薬物乱用防止に向けて、 
   ・「供給源対策」として、薬物密輸・密売組織の摘発と違法薬物の大量押収 
   ・「需要者対策」として、末端乱用者の徹底検挙 
   に努めているところであり、関係機関・団体等との緊密な連携のもと 
   ・ 覚醒剤・大麻乱用のもたらす害悪、危険についての広報啓発活動 
   ・ 小･中･高校生や大学生、保護者等を対象とする薬物乱用防止教育 
   ・ スポーツ界など社会的影響の大きい団体等に対する薬物乱用防止教育 
   ・ ライオンズクラブなどの薬物乱用防止指導員に対する講習会 
   ・ 薬物再乱用防止に向けた薬物事犯者に対する情報提供 
   等の施策を継続しており、「脱法ドラッグ」対策では、 
   ・ 脱法ドラッグ店に対する販売自粛要請 
   ・ 各種法令を駆使した脱法ドラッグ店経営者等の徹底検挙 
   ・ 青少年に対する薬物乱用防止教育及び薬物乱用防止指導員等に対する講習

    会における、脱法ドラッグ乱用にかかる害悪の周知徹底 
   等の施策を継続して推進いたします。 
 
 

平成２４年度の対応状況等

 

  ○ 少年の規範意識を醸成する活動として、小、中、高校の児童・生徒、保護者 

   等約 19 万人を対象として薬物乱用防止教室を 809 回（平成 24 年 12 月末現在）

   開催しました。 



  ○ 学校からの要請に基づき、小・中学生対象の薬物乱用防止教室を、県内 1,271

   校中の 327 校（25.7％）、約 13 万人に開催しました。（平成 24 年 12 月末現在）

    （内訳）小学校 822 校中 195 校（比率 23.7％）約５万人 

        中学校 449 校中 132 校（比率 29.4％）約８万人 

  ○ 薬物乱用防止教室は、児童の保護者に対する教育力の向上と親子で家庭内に  

   おける薬物問題について話し合う素材を提供するため、保護者参加型の教室と 

   しました。 

  ○ 覚醒剤等の薬物乱用防止に向けて、 
   ・「供給源対策」として、薬物密輸・密売組織の摘発と違法薬物の大量押収 
   ・「需要者対策」として、末端乱用者の徹底検挙 
   に努めているところであり、関係機関・団体等との緊密な連携のもと 
   ・ 覚醒剤・大麻乱用のもたらす害悪、危険についての広報啓発活動 
   ・ 小･中･高校生や大学生、保護者等を対象とする薬物乱用防止教育 
   ・ スポーツ界など社会的影響の大きい団体等に対する薬物乱用防止教育 
   ・ ライオンズクラブなどの薬物乱用防止指導員に対する講習会 
   ・ 薬物再乱用防止に向けた薬物事犯者に対する情報提供 
   等の施策を継続しました。 
    合わせて「脱法ドラッグ」対策として 
   ・ 脱法ドラッグ店に対する販売自粛要請 
   ・ 各種法令を駆使した脱法ドラッグ店経営者等の徹底検挙 
   ・ 青少年に対する薬物乱用防止教育及び薬物乱用防止指導員等に対する講習

    会における、脱法ドラッグ乱用にかかる害悪の周知徹底 
   等の施策をさらに強化しました。 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１４３                                                        保健医療部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ３ 脱法ドラッグ・脱法ハーブの規制・取り締まり・啓発の強化 
   現在、特に若者の間で使用が広まり社会問題化している脱法ドラッグ、脱法 

ハーブの取り締まりをさらに強化すること。地方薬事審議会は県に対して、脱法 
ドラッグ対策の基本方針を定めることを提言しているが（平成18年）、基本方針 
は未だ定められていない。国では薬事法改正によって規制や取り締まりの強化を 
図っていくが、薬の危険性や違法性を若者に啓発していくことを含め、県の果た 
す役割が大きいことから、基本方針を早期に定め、県民総ぐるみで脱法ドラッグ 
・ハーブの利用根絶に向けて取り組むこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
 薬物乱用防止対策推進指導費               １３，５４０千円 

 
 違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ・脱法ハーブ）対策については、インター 
ネット監視や買上検査等を実施すると共に、警察本部などと連携し、販売店舗等に 
対する指導・取締りを行います。 

  また、薬物乱用防止指導員４００名を委嘱し、学校における薬物乱用防止教室に 
指導員を派遣するとともに、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動などの際に街頭キャン 
ペーンを実施するなど官民共同して違法ドラッグを含めた薬物乱用防止啓発活動を 
行います。 

 

平成２４年度の対応状況等

 
薬物乱用防止対策推進指導費               １２，７７０千円 

 
 違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ・脱法ハーブ）対策については、インター 
ネット監視や買上検査等を実施すると共に、警察本部などと連携し、販売店舗等に 
対する指導・取締りを行いました。 

  また、薬物乱用防止指導員４００名を委嘱し、学校における薬物乱用防止教室に 
指導員を派遣するとともに、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動などの際に街頭キャン 
ペーンを実施するなど官民共同して違法ドラッグを含めた薬物乱用防止啓発活動を 
行いました。 

  なお、「埼玉県における違法ドラッグ対策の基本方針について」は平成１８年９ 
月１日付けで制定しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １４４                                                        教育局 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ４ 交通安全対策の強化 
   増加傾向にある交通事故対策のさらなる強化を図ること。特に自転車が関連する

事故の減少にむけて、自転車利用のマナー向上につながる啓蒙・啓発・研修会等を

幅広く行うこと。自転車通学者の多い高校生に対しては、既に一部の高校で実施し

ている自転車の免許制度を広げること。 

平成２５年度の対応状況等

 
高校生交通事故防止推進事業      １，４４４千円 
 
引き続き、自転車利用のマナー向上に取り組むため、高校生自転車マナーアップ伝達

講習会を実施し、高校生の自転車安全利用の促進に努めてまいります。 
県警察本部と連携し、引き続き、スケアードストレイト教育技法による交通安全教室

（※）の実施に取り組んでまいります。 
 
※ スタントマンによる自転車と歩行者及び自動車の仮想交通事故の見学など、学習

 者に「恐れ」を体験させることを取り入れた交通安全教室 

平成２４年度の対応状況等

 
 高校生交通事故防止推進事業      １，４４４千円 
 

自転車利用のマナー向上に取り組むため、高校生自転車マナーアップ伝達講習会を実

施し、高校生の自転車安全利用の促進に努めております。 
県警察本部と連携し、スケアードストレイト教育技法による交通安全教室（※）の実

施に取り組みました。 
 
※ スタントマンによる自転車と歩行者及び自動車の仮想交通事故の見学など、学習

 者に「恐れ」を体験させることを取り入れた交通安全教室 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１４４                                                      警察本部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ４ 交通安全対策の強化 
   増加傾向にある交通事故対策のさらなる強化を図ること。特に自転車が関連す

る事故の減少に向けて、自転車利用のマナー向上につながる啓蒙・啓発・研修会

等を幅広く行うこと。自転車通学者の多い高校生に対しては、既に一部の高校で

実施している自転車の免許制度を広げること。 

平成２５年度の対応状況等

 

 交通事故防止活動推進経費      ３１，２８１千円 

 自転車運転免許制度推進事業      １，５６４千円 
 
  高等学校に対して、自転車事故抑止対策の推進を依頼し、自転車運転免許制度等 

 の自転車事故抑止対策の導入を推進してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 

 交通事故防止活動推進経費       ３４，８２０千円 

 自転車運転免許制度推進事業       １，８２０千円 

 

  自転車事故が多い高等学校に対して、自転車事故抑止対策の推進を依頼し、一部 

 の私立高等学校において、自転車運転免許制度が導入された。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １４４                                                  県民生活部 

要    望    項    目
 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

 ４ 交通安全対策の強化 

   増加傾向にある交通事故対策のさらなる強化を図ること。特に自転車が関連する

事故の減少にむけて、自転車利用のマナーの向上につながる啓蒙・啓発・研修会等

を幅広く行うこと。自転車通学者の多い高校生に対しては、すでに一部の高校で実

施している自転車の免許制度を広げること。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
  県民総ぐるみ交通安全推進事業費        １１，３８４千円 

  交通死亡事故ゼロ大作戦事業費                  ３，４３７千円 

  共助による自転車安全利用の県づくり推進事業費  ７，７９５千円 

  交通安全ボランティア協働事業費              ３，２８９千円 

  自転車交通安全県民意識調査事業費        ５，３２７千円 

 

  「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車交通安全教育

や自転車安全利用の啓発活動及び広報活動を強化するなどして自転車の安全な利用

の促進を図ります。 
   また、各季の交通事故防止運動をはじめとする事業を推進してまいります。 

 

 

平成２４年度の対応状況等

 

 県民総ぐるみ交通安全推進事業費         １８，６８３千円 

  交通死亡事故ゼロ大作戦事業費                   ２，７４９千円 

  共助による自転車安全利用の県づくり推進事業費  １１，３５６千円 

  交通安全ボランティア協働事業費               ２，８５３千円 

     

  「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車交通安全教育

や自転車安全利用の啓発活動及び広報活動を強化するなどして自転車の安全な利用

の促進を図りました。 
   また、各季の交通事故防止運動をはじめとする事業を推進しました。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１４５                                                          警察本部 

要    望    項    目 
 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ５ 安全な交通環境整備 
   安全・円滑な交通確保に向けて、歩道・車道における自転車の走行エリアを明

  確に表示すること。また、自転車の歩道駐輪が歩行者や緊急時の移動の障害にな

  ている現状が散見されることから、銀行やコンビニなどにも駐輪場の整備を義務

  付け、駐輪場や駐車場に二輪車駐車場枠設置を義務付けするなど、必要な条例の

  整備をはかること。要望の絶えない信号機の整備は、優先順位の基準と順番を公

  表し、公平性を担保するなかで積極的に整備を進めること。障がい者対応の音響

  信号、エスコートゾーンの整備、災害（停電）時対応設備の整備をさらに進める

  こと。 
 

平成２５年度の対応状況等 
 
 交通安全施設等整備費        ２，８７９，９８７千円  
 
  信号機を含めた交通安全施設の整備につきましては、市町村や県民の要望、交

 通事故発生状況、交通事故発生の危険性、交通量、道路形状等を踏まえ、その都

 度優先順位を見直し、必要性、緊急性を勘案し、交差点改良等により、設置環境

 が整った箇所から、計画的な整備に努めております。このため、あらかじめ公表

 することは公平性を期するうえにおいて難しいと考えております。 

  また、障がい者対応の音響信号やエスコートゾーンの整備、災害（停電）時対

 応設備の整備については、可能な限り予算の確保を講じてまいります。 

 

 
平成２４年度の対応状況等 

 
 交通安全施設等整備費        ３，２７０，５９４千円  

  信号機を含めた交通安全施設の整備につきましては、市町村や県民の要望、交

 通事故発生状況、交通事故発生の危険性、交通量、道路形状等を踏まえ、その都

 度優先順位を見直し、必要性、緊急性を勘案し、交差点改良等により、設置環境

 が整った箇所から、計画的な整備に努めております。このため、あらかじめ公表

 することは公平性を期するうえにおいて難しいと考えております。 

  なお、障がい者対応の音響信号やエスコートゾーン、災害（停電）時対応設備

 については、可能な限り予算を確保し整備を講じております。 

 
 

 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 
 №１４５                                                     県土整備部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

５ 安全な交通環境整備 
  安全・円滑な交通確保に向けて、歩道・車道における自転車の走行エリアを明確

に表示すること。また、自転車の歩道駐輪が歩行者や緊急時の移動の障害になっ

ている現状が散見されることから、銀行やコンビニなどにも駐輪場の整備を義務

付け、駐輪場や駐車場に二輪車駐車場枠設置も義務付けするなど、必要な条例の

整備をはかること。要望の絶えない信号機の整備は、優先順位の基準と順番を公

表し、公平性を担保するなかで積極的に整備をすすめること。障がい者対応の音

響信号、エスコートゾーンの整備、災害（停電）時対応設備の整備をさらに進め

ること。 

平成２５年度の対応状況等

  

 自転車と歩行者が輻輳するなど交通安全上対策の必要な箇所につきましては、既存道

路を有効活用して自転車と歩行者、自動車を分離するため工事を推進してまいります。

 

 自転車通行環境整備費           ４０，９６０千円 

 ぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想推進費 

  うち 自転車通行環境整備       １０１，０５８千円 

 まちなか安心自転車レーン推進費     ２５０，０００千円 

 

 

平成２４年度の対応状況等

  

 自転車と歩行者が輻輳するなど交通安全上対策の必要な箇所につきましては、既存道

路を有効活用して自転車と歩行者、自動車を分離するため工事を推進しております。 

 

 自転車通行環境整備費           ５１，２００千円 

 ぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想推進費 

  うち 自転車通行環境整備      １００，０００千円 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １４５                                                  県民生活部 

要    望    項    目
 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

 ５ 安全な交通環境整備 

   安全・円滑な交通確保に向けて、歩道・車道における自転車の走行エリアを明確

に表示すること。また、自転車の歩道駐車が歩行者や緊急時の移動の障害になって

いる現状が散見されることから、銀行やコンビニなどにも駐車場の整備を義務付

け、駐輪場や駐車場に二輪車駐車場枠設置を義務付けするなど、必要な条例の整備

を図ること。要望の絶えない信号機の整備は、優先順位の基準と順番を公表し、公

平性を担保するなかで積極的に整備を進めること。障がい者対応の音響信号、エス

コートゾーンの整備、災害（停電）時対応設備の整備をさらに進めること。 

 

平成２５年度の対応状況等

 

   県民総ぐるみ交通安全推進事業費        １１，３８４千円 

 

首都圏を構成する九都県市では、首都圏放置自転車対策協議会を設置しており、 

例年、放置自転車クリーンキャンペーンを実施しています。 

 埼玉県では、10 月をクリーンキャンペーン実施期間とし、市町村、警察署、各鉄 

道会社、県立高等学校等と協力して、啓発活動等を行います。 

 また、クリーンキャンペーンと連動して自転車安全利用の広報活動も併せて行いま

す。 

  
 

平成２４年度の対応状況等

 

 県民総ぐるみ交通安全推進事業費         １８，６８３千円 

 

 10 月をクリーンキャンペーン実施期間とし、市町村、警察署、各鉄道会社、県立 

高等学校等と協力して、啓発活動等を実施しました。 

 また、クリーンキャンペーンと連動して自転車安全利用の広報活動も併せて行いま

した。 

 市町村では、実施期間中 5,702 台（H23 年度）の自転車等の撤去・移送を行いました。
  

 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 
 №１４６                                                     県土整備部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

６ 通学路の安全対策の強化 
  ２３年度に行った通学路総点検により改善要望のあった個所については、対策の

 優先順位を定め、順次対策を行うと共に、定めた５カ年を前倒ししてでも、できる

 だけ早期に全ての個所について安全対策を行うこと。 
  また、総点検の際に点検が実施されなかった学校等については、点検を行うよう

 働き掛けること。 

平成２５年度の対応状況等

  

  対策必要箇所につきましては、優先順位を定め、順次対策を行ってまいります。 

  また、点検未実施の学校につきましては、関係機関と連携し、点検の実施を検

 討してまいります。 

 
 社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費  ２，４０５，０００千円 

 地方特定道路（交通安全）整備費      １，０７３，０００千円 

 自転車歩行者道整備費             ９１３，０００千円 

 交差点整備費                 ３７４，４８０千円 

  バリアフリー安全対策費            １８６，６３９千円 

  道路安全施設費                         １，６８０，１６３千円 

 

平成２４年度の対応状況等

   

  対策必要箇所につきましては、優先順位を定め順次対策を行っております。 

  特に安全対策の効果が大きい防護柵や、照明灯の設置などにつきましては、前倒し

 で対策実施しております。 

 

 社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費 ２，７７９，０００千円 

 地方特定道路（交通安全）整備費      １，０５５，７５０千円 

 自転車歩行者道整備費             ４８８，０００千円 

 交差点整備費                 ３５６，０００千円 

  バリアフリー安全対策費            ２０４，７００千円 

  道路安全施設費                         １，６３２，４００千円 

 道路有効活用推進費               １８，４５８千円 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 

 №１４７                                                       警察本部 
要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ７ 警察サービスの充実 
   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

置につとめること。毎年継続して行っている警察官の増員については引き続き国

に強く求めると共に、交番相談員を増員し、不在交番の完全解消をはかること。 

平成２５年度の対応状況等

 
  警察庁では、平成２５年度予算概算要求において、サイバー空間の安全確保のた

 めの体制、検視体制及び暴力団対策を強化するための要員として、５４５人の地方

 警察官の増員を要求しております。 
  本県においては、依然として、警察官の業務負担が過重であり、また、事件・事

 故も高水準で発生していることなどから、一人でも多くの警察官の増員が措置され

 るよう、国に対して働き掛けてまいります。 
  交番相談員については、引き続き、２人配置交番を拡充するため、県財政当局

 に増員を要求しているところであります。 

平成２４年度の対応状況等

 

  本県においては、警察官の業務負担が過重であるため、国に対して、警察官の増

 員を働き掛けたところ、２３人の増員が措置されました。 
  また、交番相談員については、１５人を増員し、２人配置交番の拡充を図りまし

た。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１４８                                                    危機管理防災部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

  ８ 消防の広域化の推進 

   「埼玉県消防広域化推進計画」の着実な推進にむけて、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

輌を含む）の補助金制度を県で創設すること。知事が唱える「埼玉消防庁」構想

の実現に向け、具体的な検討に着手すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
消防広域化推進費                  ４，３９８千円 

 

 県では、市町村消防の「①住民サービスの向上、②消防に関する財政基盤の確立と行

財政運営の効率化、③消防体制の基盤の強化」を目的として、消防組織法に基づいて策

定した「埼玉県消防広域化推進計画」で盛り込まれた市町村の組合せによる消防本部の

広域化を、市町村の意向を十分に踏まえながら、着実に推進してまいります。 

 「埼玉消防庁」構想に関しては、現在進めている「埼玉県消防広域化推進計画」に基

づく広域化の進展を踏まえて、中長期的な課題として検討してまいります。 

 また、防災資器材の整備に関しては、引き続き国に対して財政措置の充実に向けて要

望してまいります。 

 

平成２４年度の対応状況等

 
消防広域化推進費                  ２，２３３千円 

  

 県では、市町村消防の「①住民サービスの向上、②消防に関する財政基盤の確立と行

財政運営の効率化、③消防体制の基盤の強化」を目的として、消防組織法に基づいて策

定した「埼玉県消防広域化推進計画」で盛り込まれた市町村の組合せによる消防本部の

広域化を、市町村の意向を十分に踏まえながら、着実に推進しております。 

 「埼玉消防庁」構想に関しては、現在進めている「埼玉県消防広域化推進計画」に基

づく広域化の進展を踏まえて、中長期的な課題として認識しております。 

 また、防災資器材の整備に関しては、国に対して財政措置の充実に向けて要望してお

ります。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１４９                                                   危機管理防災部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

  ９ 広域受援計画の充実 

   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の内容

を充実すること。 

   また広域受援計画に基づいた各種の図上訓練を実施すること。 

   
平成２５年度の対応状況等

 
 既成の救出救助活動における「広域受援計画」について、九都県市合同防災訓練図上

訓練（平成２６年１月予定）で検証を重ねるとともに、県地域防災計画の見直しに応じ

て修正等を行ってまいります。 

 また、支援物資の調達・輸送に関する「広域受援計画」を速やかに完成させるととも

に、災害医療に関する「広域受援計画」を策定してまいります。 

 

 

  受援計画（既計画）：H24：救出救助関係 

           ：H25：災害物資関係 

 

   

 

  

 
   

平成２４年度の対応状況等

 
 平成２３年度末に国の「『首都直下地震応急対策活動要領』に基づく具体的な活動内容

に係る計画」に対応する「救出救助活動に関する広域受援計画」を定め、九都県市合同

防災訓練等で各県の防災ヘリの広域運用や消防部隊の受援訓練を実施いたしました。 

 引き続いて、支援物資の調達・輸送に関する「広域受援計画」を作成中であり、平成

２４年度内に素案検証のため図上訓練を行います。 
   

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１５０                                                   危機管理防災部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

 １０ 非常参集訓練、図上訓練の充実 

  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。さらに、業務継

続計画での参集率を厳しく見積もり、計画を立案し直すこと。 

平成２５年度の対応状況等

  

大地震の発生時に、被害を最小限にとどめるために、迅速かつ的確に初動体制を確立

することが重要です。そのためには、職員の確実な参集が不可欠であることから、平成

２５年度も、平成２３年、２４年度に引き続いて、非常参集訓練を実施いたします。 

 併せて、訓練での参集状況を基に、業務継続計画の見直しを図ってまいります。 

 

 ○ 実施時期：年度当初(４月～５月予定) 

 ○ 実施場所：自宅から勤務公署又は地域機関若しくは市町村庁舎 

 

 また、首都圏の広域にわたり連携を強化するため九都県市と合同で７回目の図上訓練

を実施してまいります。（Ｈ２６／１月予定） 

 ○ 大規模災害時対応訓練費（図上訓練）        ４，６８８千円 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 平成２４年１１月１９日、新たに導入した職員参集支援システム（携帯電話の一斉メ

ール）を活用した非常参集訓練を実施した。 
 また、大規模地震の発生を想定した図上訓練を平成２５年２月に実施し、職員の

スキルアップと資質向上を図るとともに、防災関係機関との連携の検証及びその強

化を図ってまいります。 

 

 ○ 大規模災害時対応訓練費              ３，８００千円 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１５１                                                   危機管理防災部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

 １１ 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。通勤者に対する啓発を

東京都などと連携し強化すること。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。東京都で施行された緊急輸送道路

沿道建築物の耐震化を促進する条例と同様の条例の制定を検討すること。 
 

平成２５年度の対応状況等

  
 緊急輸送道路は、大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行う

ため重要な路線です。 
 県では、平成２４年度に引き続いて平成２５年度も緊急輸送道路について県のホーム

ページで紹介するとともに、予定路線に案内看板などを設置して利用者の皆さんへの周

知を図ってまいります。 
 また、災害時における緊急輸送道路の実効性を確保するために、総合防災訓練や帰宅

困難者対策訓練等のあらゆる機会を通じて、緊急輸送道路予定路線の周知や沿道建築物

の耐震化補助制度について啓発活動を拡大させてまいります。 
 さらに、緊急輸送道路の通行規制を行う封鎖訓練の実施についても警察本部と検討を

進めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 

 県では、ホームページに緊急輸送道路の意義、路線等を掲載することによって、県民

に対する緊急輸送道路の周知を図っています。 

 また、緊急輸送道路の実効性を担保するため、徒歩帰宅訓練等において、「むやみに

移動を開始しない。」という原則を広く県民に啓発しています。 
  

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１５１                                                          警察本部 

要    望    項    目 
 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １１ 緊急輸送道路の確保に向けた啓発と訓練、及び沿道建築物の耐震化 
    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、県民に向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。通勤者に

   対する啓発を東京都などと連携し、強化すること。また県ならびに県内各特

   定行政省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。東京都で

   施行された緊急輸送道路遠藤建築物の耐震化を推進する条例と同様の条例

   の制定を検討すること。 
 
 

平成２５年度の対応状況等 
 
  緊急交通路の設定訓練は、埼玉県地域防災計画の見直し結果を基に、本年度同様、

 各警察署と連携し、実効性のある訓練を行っていきたいと考えております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等 
 
  緊急交通路の設定訓練は、本年９月８日に各警察署と伴に、実施しております。 
  また、東日本大震災を踏まえ、災害時における交通対策の見直しを実施しており

 ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１５１                                             都市整備部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １１ 緊急輸送道路の確保にむけた啓発と訓練、及び沿道建築物の耐震化 
    また県ならびに県内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。東京都で施行された緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条 
   例と同様の条例の制定を検討すること。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
   緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進事業    １５３，９２３千円 
 
   緊急輸送道路沿道の閉塞建築物については、特定行政庁１１市と連携し、建物所 

 有者への個別訪問を実施するなどにより耐震化の促進に努めてまいります。 

  また、国へ耐震化が建物所有者の義務となるよう耐震改修促進法の改正や、耐震 

 診断や改修工事への補助率の拡大について要請してまいります。 

 
 

平成２４年度の対応状況等

 
  緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進事業    １２４，９３９千円 
  

  緊急輸送道路沿道の閉塞建築物については、特定行政庁１１市と連携し、建物所 

 有者への個別訪問を実施し、緊急輸送道路の重要性や建物の耐震化の必要性につい 

 て説明するなど耐震化の促進に努めています。 

  また、国へ耐震化が建物所有者の義務となるよう耐震改修促進法の改正や、耐震 

 診断や改修工事への補助率の拡大について要請しております。 

 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１５２                         危機管理防災部 

要   望   項   目 
 

８ 警察危機管理防災委員会関係 

 １２ 地域防災力強化の人材育成の充実  
    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。 
 

平成２５年度の対応状況等  
 

震災対策推進費 

  うち 自主防災組織の育成・強化         ５，６３０千円 

 

  自主防災組織のリーダーを養成するため、「自主防災組織リーダー養成講座」

を実施します。  
 また、重点地区を決めて、自主防災組織リーダーや企業などを交えた災害図上

訓練を実施します。 

  
 
 

平成２４年度の対応状況等  
 

震災対策推進費 

  うち 自主防災組織の育成            ２，７７６千円 

 

 自主防災組織のリーダーを養成するため、「自主防災組織リーダー養成講座」

を行い、救出・救護・搬送訓練や、あらかじめ被害を想定した災害図上訓練を

実施しました。  
 また、ふじみ野市、宮代町で自主防災組織リーダーや企業等を対象とした災害

図上訓練を実施しました。 

   
 
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １５３                                                 危機管理防災部 

要    望    項    目

 

８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １３ 災害時要援護者の避難支援策の個別計画早期策定 
     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。 
 

平成２５年度の対応状況等

 

 全ての市町村において、「避難支援プラン（全体計画・個別計画）」を策定するよう、

各種会議などを通じて、積極的に働き掛けてまいります。 

 

 

 

 

平成２４年度の対応状況等 

 

 国は、『自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すための総合プラン』により、市町村におい

て避難支援プランの全体計画などが策定されることを求めています。 

 このため、平成２４年度は、市町村防災担当主管課長会議や防災担当者会議等あらゆ

る機会を通じて市町村における取組を促しました。 

 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１５３                                                        福祉部 

要    望    項    目

 
 ８ 警察危機管理防災委員会関係 
  １３ 災害時要援護者の避難支援策の個別計画早期策定 

 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。 

平成２５年度の対応状況等

 

  各市町村に対し、災害時要援護者の避難支援に関する全体計画や個別計画を早急 
 に完成させるよう、福祉部と危機管理防災部が連携して働きかけを行います。 
 

 

 

 

平成２４年度の対応状況等

 

  高齢者と地域のつながり再生事業      ３９５，５６４千円 
 
  各市町村に対し、災害時要援護者の避難支援に関する全体計画や個別計画を早急 
 に完成させるよう、福祉部と危機管理防災部が連携して働きかけを行いました。 
  また、地域内の要援護者やその支援者を登録して、災害時や日常生活での支え合 
 いのシステム構築、個別計画の策定に取り組む市町村に対し、国の交付金を活用し 
 た補助を行いました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １５４                                                 危機管理防災部 

要    望    項    目

 

８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １４ 災害時帰宅困難者への情報及び物資提供手段の整備 
     大災害発生時に帰宅が困難となる者に対して、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。 

平成２５年度の対応状況等

 

 帰宅困難者対策推進事業費             ５，０００千円 

  

 平成２４年度に設置した「帰宅困難者対策協議会」での検討を進め、協議会での取組

を県内全市町村と情報共有し、帰宅困難者対策を全県での取組に発展させてまいりま

す。 

 また、駅前の大型ビジョンを活用し情報発信を行うなど帰宅困難者への情報提供ツー

ルを充実してまいります。 

   

 

 

 

平成２４年度の対応状況等 

 

 帰宅困難者対策推進事業費            １４，９８４千円 

 

 東日本大震災で多くの帰宅困難者及び駅前滞留者が発生したことを踏まえ、県、市町

村、鉄道事業者などで構成する「帰宅困難者対策協議会」を県内主要駅に設置しました。

 この協議会で、駅前滞留者を一時的に避難させるための「一時滞在施設」の確保に加

え、鉄道の運行情報等の情報提供の方法を検討してきました。 

  

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １５４                                                       県土整備部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １４ 災害時帰宅困難者への情報及び物資提供手段の整備 
  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。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
 都心につながる鉄道に並行する県管理道路を対象として徒歩帰宅者支援のためソ

ーラー式照明灯を設置してまいります。 
 
〔災害時帰宅困難者支援関係予算〕 
  災害時サポートロード整備費    ６０，０００千円 

平成２４年度の対応状況等

 
 都心につながる鉄道に並行する県管理道路等を対象として、ソーラー式照明灯や

距離標の整備が可能な道路スペースや沿道の休憩施設の調査を実施しました。あわ

せて、ソーラー式照明灯や距離標等の設置も進めております。 
 
〔災害時帰宅困難者支援関係予算〕 

  災害時サポートロード整備費     ９６，９６１千円 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１５４                                                      県民生活部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

１４ 災害時帰宅困難者への情報及び物資提供手段の整備 
    大災害発生時に帰宅が困難となる者に対して、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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 インターネット広報推進費         １０，２３５千円 
 県ホームページ管理システム運営費     ５０，７６５千円 
 
 キャッシュサイトの適切な運営により、災害発生時にも情報発信に努めます。 
 また、県ホームページ、県モバイル版ホームページ、楽天ブログを活用した埼玉県危

機管理・災害情報サイトによる情報発信に努めます。 

平成２４年度の対応状況等

 
 インターネット広報推進費          ８，９７６千円 
 県ホームページ管理システム運営費     ２８，５８４千円 
 
 災害発生時でもホームページが閲覧可能となるように遠隔地にキャッシュサイト

を構築し、現行システムがダウンしても情報提供が可能となりました。 
 また、県ホームページ、県モバイル版ホームページ、楽天ブログを活用した埼玉県危

機管理・災害情報サイトによる情報発信ができるよう努めました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１５５                                                    危機管理防災部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １５ 「防災協力企業マップ」の標準化 
   災害協定を締結している事業者と、その協定内容を住民に告知するため、川越市

   や朝霞市の商工会議所や商工会が行っている協力企業マップの作成を標準化して

   市町村が住民に配布する取組を積極的に支援すること。 
 

平成２５年度の対応状況等

  
 震災対策推進費                    ７，８７１千円 
 
 県は、市町村に対して川越市や朝霞市の商工会議所や商工会が行っている協力企業マ

ップの作成の取組を情報提供し、住民への周知を図るための取組を支援してまいります。

平成２４年度の対応状況等

 
 震災対策推進費                    ５，０６９千円 
 
 県は、市町村に対して川越市や朝霞市の商工会議所や商工会が行っている協力企業マ

ップの作成の取組を情報提供しました。 
  

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １５６                                                 危機管理防災部 

要    望    項    目

 

８ 警察危機管理防災委員会関係 

 １６ 災害協定を結ぶ事業者のモチベーション向上 

    県と災害協定を結ぶ事業者のモチベーションを高める為に、県入札における

総合評価方式の加点のあり方を高めること。 

平成２５年度の対応状況等

 

事業者の災害時に社会貢献したいというモチベーションを高めるため、県として

は、引き続き協定を締結した場合には、記者発表により公表し、事業者の取組を広く

広報してまいります。 
 

 

 

 

平成２４年度の対応状況等 

 

県が民間事業、事業者団体と災害時応援協定を締結している団体数は２６５団体

（平成２４年１０月１日現在）です。 
東日本大震災を受け、事業者が災害時に社会貢献したいという機運が非常に高く、

事業者から災害時の協力について、多くの申出をいただいております。 
県としては、協定を締結した場合には、記者発表により公表し、事業者の取組を広

く広報することで、事業者のモチベーションを高めました。 
 

 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１５６                                                      県土整備部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １６ 災害協定を結ぶ事業者のモチベーション向上 
    県と災害協定を結ぶ事業者のモチベーションを高める為に、県入札における

総合評価方式の加点のあり方を高めること。 

平成２５年度の対応状況等

 
今後、起こりうる災害に備える準備は重要であり、総合評価方式における災害対応

のための評価項目については、引き続き注視してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  総合評価方式では、地震および風水害等の災害防止活動への協力体制を整え協定を

結んでいる企業について加点評価を行っております。 
  また、実際に地震および風水害等の災害防止活動を行った企業について加点評価を

行っております。さらに、平成２３年度から従来の地震及び風水害に伴う活動に加え、

道路陥没の緊急対応や交通事故の後処理対応など地域機関の要請により緊急に対

応した活動についても評価できるよう内容の拡大を実施しております。 
 

 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１５７                         危機管理防災部 

要   望   項   目 
 
８ 警察危機管理防災委員会関係 

 １７ 災害図上訓練（ＤＩＧ）の積極的活用 
    地域事情に合った防災に対する備えとする為、各種の地元団体に対して

   災害図上訓練（ＤＩＧ）を積極的に活用すること。また首都直下型大地震

   が間近に迫っていることから、ＤＩＧの実施回数や参加者の延べ人数など

   について年間目標値を設定して災害対応、地震対応能力を高める取り組み

   を展開すること。  
 

平成２５年度の対応状況等  
 

 自主防災組織資機材整備・活動支援事業費補助  １０，０００千円  
震災対策推進費 

  うち 自主防災組織の育成・強化        ５，６３０千円 

 

 自主防災組織のリーダーを養成するため、「自主防災組織リーダー養成講座」

を行い、その中で、あらかじめ被害を想定した災害図上訓練を行います。  
 また、重点モデル市町村を定めて、災害時、円滑な活動に結び付く災害図上

訓練を重点的に実施します。 

 さらに、各自主防災組織でＤＩＧ訓練が数多く行われるよう、市町村課長会議

や自治会総会、県政出前講座などの機会をとおして働き掛けます。 
 

平成２４年度の対応状況等  
  

 自主防災組織資機材整備・活動費補助      １４，０００千円 

  うち 自主防災組織の育成           ２，７７６千円 

 
 自主防災組織の育成を図るため、資機材整備にかかる費用や活動費の補助を行

いました。 

 自主防災組織のリーダーを養成するため、「自主防災組織リーダー養成講座」

を行い、その中で、あらかじめ被害を想定した災害図上訓練を実施しました。

 また、災害時、円滑な活動に結び付く災害図上訓練を、ふじみ野市と宮代町

を重点モデル市町村として自主防災組織のリーダー等を対象に実施しました。

 さらに、各自主防災組織でＤＩＧ訓練が数多く行われるよう、市町村課長を

対象とした会議や自治会を対象とした県政出前講座などの機会をとおして働

き掛けました。  
 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １５８                                                 危機管理防災部 

要    望    項    目

 

８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １８ 福祉避難所の設置を増やす為の補助金の充実 
     福祉避難所を設置するには経費がかかることから、その絶対的な数が不足して

      いる。よって設置を推進するため福祉避難所設置に対する県としての補助を充実

      させること。 

平成２５年度の対応状況等

 

災害時における障害者などいわゆる災害時要援護者対策は、住民との結びつきが強

い基礎自治体である市町村の役割になります。 
福祉避難所の指定等についても、地域の災害時要援護者の状況を踏まえて市町村が

行うことになります。 
県としましては、福祉避難所の指定等も含め、災害時要援護者対策が円滑に実施で

きるよう市町村に対し、助言・支援してまいります。 
 

 

 

 

平成２４年度の対応状況等 

 

災害時における障害者などいわゆる災害時要援護者対策は、住民との結びつきが強

い基礎自治体である市町村の役割になります。 
福祉避難所の指定等についても、地域の災害時要援護者の状況を踏まえて市町村が

行うことになります。 
県としましては、福祉避難所の指定等も含め、災害時要援護者対策が円滑に実施で

きるよう市町村に対し、助言・支援してまいりました。 
 

 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１５８                                                           福祉部 

要    望    項    目

 
 ８ 警察危機管理防災委員会関係 
  １８ 福祉避難所の設置を増やす為の補助金の充実 
    福祉避難所を設置するには経費がかかることから、その絶対的な数が不足して

   いる。よって設置を推進するため福祉避難所設置に対する県としての補助を充実

   させること。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
 障害児（者）福祉施設等防災拠点スペース整備費 １３６，９１８千円 

 
  福祉避難所の設置促進については、第３期埼玉県障害者支援計画において、平成 
 ２６年度末までに全ての市町村において福祉避難所を指定又は協定を締結することと

しています。 
  障害者施設を福祉避難所として活用するため、避難スペースの整備に要する費用に

ついて補助してまいります。 
  
 

平成２４年度の対応状況等

 
  福祉避難所の設置促進については、第３期埼玉県障害者支援計画において、平成

２６年度末までに全ての市町村において福祉避難所を指定又は協定を締結するこ

ととしています。 
  福祉避難所未設置市町村連絡会議や個別訪問などを通じて、市町村に対し助言や支

援をしました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １５９                                                 危機管理防災部 

要    望    項    目

 

８ 警察危機管理防災委員会関係 
 １９ 災害対策本部の構成員の拡充 
     現在は行政職員に限られている災害対策本部のメンバーに、医療関係者等専門

      家を組み込むこと。 

平成２５年度の対応状況等

  

 県の災害対策本部の構成員については、現行の災害対策基本法では県の職員に限

定されていることから、医療関係者等の専門家を組み込むことはできません。 

 県としては、医療関係団体を所管する保健医療部を通じて、調整や意見の聴取を

行うことになりますので、関係団体と関係部との連携体制の強化に努めてまいりま

す。 

 
 

 

 

平成２４年度の対応状況等 

 

 県の災害対策本部の構成員については、災害対策基本法では県の職員とされてい

ることから、医療関係者等の専門家を組み込むことはできません。 

 なお、県防災会議の構成員には、医師会、歯科医師会等医療関係者の専門家が委

員として参画していただいています。 

 

 
 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １６０                                                       県土整備部 

要    望    項    目

 
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ２０ 緊急輸送道路の液状化対策 
  緊急輸送道路の沿線は、軟弱地盤が多く、大地震発生時は液状化の可能性があ

り、緊急輸送道路が機能しなくなる可能性が高い。対策が充分にとられていない

ことから、まず被害の可能性についてボーリング調査などを行い、被害可能性に

ついて判断するとともに、液状化防止のための地盤改良などを行う計画を策定す

ること。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
 道路の液状化事前対策は多大な費用を要するとともに時間を要します。 
 このため、道路が被害を受けた場合に備え、地域の建設会社から構成される建設

業協会などと災害協定を締結し直ちに復旧ができる体制を整えております。 
 今後とも、災害時における緊急輸送道路の機能確保に努めてまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 道路が液状化被害を受けた場合に備え、地域の建設会社から構成される建設業協

会などと災害協定を締結し直ちに復旧ができる体制を整えております。 
  

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １６１                                                 危機管理防災部 

要    望    項    目

 

８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ２１ 医療機関の防災協定と業務継続計画（ＢＣＰ）策定 
     県内の各種医療機関においては、県や県内市町村の地域防災計画策定に参画し、

      地域防災計画に連動する形で、業務継続計画を策定し、医療分野における災害対

      応を万全なものにすること。 

平成２５年度の対応状況等

  

 県の地域防災計画を策定する県防災会議には、県の医師会、歯科医師会、看護協

会の代表者が構成員として参画していただいており、医療の専門家としての立場か

らの意見をいただいています。 

 また、県内市町村においても郡市医師会の代表者を市町村防災会議委員とするな

ど市町村地域防災計画の策定に当たり、医療の専門家として協力いただいています。

 

 
 

 

 

平成２４年度の対応状況等 

 

 県の地域防災計画を策定する県防災会議には、県の医師会、歯科医師会、看護協

会の代表者が構成員として参画していただいています。平成２４年度には、防災会

議の開催はありませんでしたが、平成２３年度の地域防災計画の修正に当たり、開

催した防災会議では、医療の専門家としての立場からの意見をいただきました。 

  

 
 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １６１                                                      保健医療部 

要    望    項    目

  
８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ２１ 医療機関の防災協定と業務継続計画（ＢＣＰ）策定 
    県内の各種医療機関においては、県や県内市町村の地域防災計画策定に参画 
   し、地域防災計画に連動する形で、業務継続計画を策定し、医療分野における 
   災害対応を万全なものにすること 
    

平成２５年度の対応状況等

 
  災害医療体制整備事業費   ２６，８９４千円 
 

 災害時の医療の拠点となる災害拠点病院において、災害対応マニュアルの策定、 
災害対応訓練の実施、電気や水などライフラインの確保、食料や医薬品の備蓄など 
を進めます。 

 

平成２４年度の対応状況等

 
  災害医療体制整備事業費   １７，０３７千円 
 

 災害時の医療の拠点となる災害拠点病院を新たに１か所指定するとともに、災害 
拠点病院における災害対応マニュアルの策定、災害対応訓練の実施、電気や水など 
ライフラインの確保、食料や医薬品の備蓄などを進めました。 
 また、災害時における自家発電装置の稼働に必要な石油燃料の円滑な供給のため、

災害拠点病院などの施設情報を石油連盟に提供しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １６２                                                  危機管理防災部 

要    望    項    目

 

８ 警察危機管理防災委員会関係 
 ２２ 地域防災計画の継続的な見直しと市町村との連携 
      県では 23 年 11 月に地域防災計画の見直しを行ったが、その後の国の中央防災

      会議の見直しの動向、市町村の地域防災計画の見直し内容等とも連動しつつ、常

      にその内容を適切かつ充実したものとし、国と自治体、関係諸団体との連携強化

      に努めること。 

       市町村における地域防災計画の見直しにあたっては、災害弱者対策の強化、帰

      宅困難者対策、女性の視点の導入、原発事故対応など、必要事項を盛り込むとと

      もに、災害弱者の支援計画の策定を働きかけること。 

平成２５年度の対応状況等

   

県の地域防災計画は、現在実施している新たな地震被害想定結果や国の防災基本計

画等の修正を踏まえ、平成２５年度末までに再度見直す予定です。 
 また、県の地域防災計画の修正に当たっては、市町村に十分情報提供するとともに、

修正内容を説明し、市町村の地域防災計画の早期修正を働き掛けます。 

平成２４年度の対応状況等 

 

 平成２３年１１月に修正した地域防災計画に基づき、帰宅困難者対策協議会の設

置など、関係市町村、関係団体との連携強化に努めました。 

 また、県が地域防災計画を見直したことから、平成２４年１月に市町村説明会を

開催し、帰宅困難者対策、災害時要援護者対策、女性の視点の導入、放射能汚染対策な

ど県の見直し概要を説明するとともに、市町村の地域防災計画の早期修正を促しま

した。 

 平成２４年度は、市町村を支援するため、市町村地域防災計画の修正についての

個別相談を実施しています。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１６３                                                    県土整備部 

要    望    項    目

 
 ９ 草加市 

 １ 県道川口草加線の整備 

   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

  トル区間の河内掘の整備が遅れていることから、周辺の浸水被害が発生し、また 

  歩行者の通行さえも困難な危険な状態にある。地域住民の安全を守るために、早期

  完成に向けた尚一層の努力をお願いしたい。また、おざわ幼稚園からバイパスに至

  る区間の路面がわだちのような傾斜が多くあり車両の通過だけでなく、雨天時の歩

  行者の通行にも支障があることから、路面の整備をお願いしたい。 

平成２５年度の対応状況等

 
 河内掘の整備が関連する県道川口草加線（瀬崎町工区）の整備につきましては、引

き続き、用地買収を進めてまいります。 

 また、路面の整備につきましては、定期的に道路パトロールを行うなどして、適切

な維持管理に努めてまいります。  

 

平成２４年度の対応状況等

  

 河内掘の整備が関連する県道川口草加線（瀬崎町工区）の整備につきましては、用

地買収を進めております。 

 また、路面の整備につきましては、定期的に道路パトロールを行うなどして、適切

な維持管理に努めております。  

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１６４                                                        県土整備部 

要    望    項    目

 
９ 草加市 

 ２ 草加駅西口の停車場線の電線地中化 

   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って 

  いただきたい。 

平成２５年度の対応状況等

 
  草加駅西口の停車場線の電線地中化については、事業主体である市の整備方針 

 を踏まえ、新たな国庫補助金の導入も含め、県として可能な支援に努めたいと思

 います。 

平成２４年度の対応状況等

 
  草加駅西口の停車場線の電線地中化については、事業主体である市の整備方針 

 を踏まえ、国庫補助金の導入など県として可能な支援を検討しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１６５                                                    県土整備部 

要    望    項    目

 
 ９ 草加市 

 ３ 草加三郷線街路事業の促進 

   柳島工区及び瀬崎町工区の早期整備については、地元住民や草加市議会からの要

  望も多く完成が待ち望まれている個所であり、一刻も早い完成に向け特段の努力を

  いただきたい。 
 

平成２５年度の対応状況等

 
 草加三郷線柳島工区につきましては、引き続き、用地買収を進めるとともに、排水

路の付け替え工事、街路築造工事を進めてまいります。 

 草加三郷線瀬崎町工区につきましては、引き続き、用地買収を進めてまいります。

平成２４年度の対応状況等

  

 草加三郷線柳島工区につきましては、用地買収を進めるとともに、排水路の付け替

え工事を進めております。 

 草加三郷線瀬崎町工区につきましては、用地買収を進めております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１６６                                                       県土整備部 

要    望    項    目

 
９ 草加市 
 ４ 松原団地駅東口駅前通りの歩道の整備 
   松原団地駅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

  境を整備して頂きたい。 

平成２５年度の対応状況等

 
 定期的に道路パトロールを行い、必要な修繕を行うなど、適切な維持管理に努めてま

いります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 定期的に道路パトロールを行い、必要な修繕を行うなど、適切な維持管理に努めてお

ります。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１６７                                                         県土整備部 

要    望    項    目

 
９ 草加市 

 ５ 草加市の中心部である旧日光街道の無電柱化 

草加市の中心部を通る旧日光街道（市道）は、「今様・草加宿」事業における

まちづくりの中心部でもあり、スカイツリー開業に伴う県東部地域・日光街道に

沿った観光開発の重要な地域である。観光コミュニティ整備に向けた無電柱化を

含む街道整備に対して、県としても支援を行って頂きたい。 

平成２５年度の対応状況等

 
 引き続き「埼玉県無電柱化協議会」の幹事として、各関係機関との調整を行ってい

きます。 
 なお、現在整備中の旧日光街道（市道）につきましては、事業主体である市と協議

のうえ、国庫補助金等の確保に努めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 「埼玉県無電柱化協議会」の幹事として、各関係機関との調整を行っています。

 なお、現在整備中の旧日光街道（市道）につきましては、事業主体である市と協議

のうえ、国庫補助金等の確保に努めております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１６８                                                    県土整備部 

要    望    項    目

 
 ９ 草加市 

 ６ 県道さいたま草加線の花栗交差点以東の道路の整備 

   県道さいたま草加線の花栗交差点から東側の道路の四車線化を進めて頂きたい。

平成２５年度の対応状況等

 

 県道さいたま草加線の花栗(中)交差点以東につきましては、２車線で都市計画決定

されており、既に整備済みとなっています。 

平成２４年度の対応状況等

  

 県道さいたま草加線の花栗(中)交差点以東につきましては、２車線で都市計画決定

されており、既に整備済みとなっています。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１６９                                                          警察本部 

要    望    項    目

 
９ 草加市 
 ７ 草加警察署における弁護士の接見室の整備 
   草加市と八潮市（管内人口は約３２万人）を管轄する草加警察署には弁護士の

  接見室が１しかない。昨年建替えが行われた、管内人口が約５分の１の寄居警察

  には４つの接見室があることからも、草加警察署の接見室の増室が必要なことは

  明らかであることから、早期の整備を求めたい。 

平成２５年度の対応状況等

 
  草加警察署については、収容状況や面会回数などから総合的に勘案して、面会室

 の増設を検討しましたが、施設の構造上あるいは設備の問題で設置が困難な状況で

 す。 
  引き続き、大規模な改修工事等の予定が入った場合には、再度検討したいと考え

 ております。 

平成２４年度の対応状況等

 
  草加警察署については、収容状況や面会回数などから総合的に勘案して、面会室

 の増設を検討しましたが、施設の構造上あるいは設備の問題で設置が困難な状況で

 す。 
  大規模な改修工事等の予定が入った場合には、再度検討したいと考えております。

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１７０                                                          警察本部 

要    望    項    目 
 
９ 草加市 
 ８ 信号機の設置 
   国道４号線清門町（北）交差点から西側清門小学校入口までは信号がなく、幼

  稚園への通園をはじめとする市民の道路横断が危険な状況となっている。清門幼

  稚園の前に押しボタン式信号機の設置を求めたい。県道さいたま草加線の谷古宇

  橋側より東側、弁天二丁目の交差点までの区間は交通量が大変多い状況にあり、

  さらに大型車両が多く通過し歩行者からの道路の見通しが悪く、特に谷古宇橋側

  から来る車両がスピードを上げていることから、横断歩道の横断であっても危険

  な状況がしばしば見られる。松原整形外科の前の横断歩道に押しボタン式信号機

  の設置を求めたい。県道さいたま草加線の小山小学校入口の交差点には、市道を

  東西に横断する歩行者用信号機がないため、歩行者用信号の設置を求めたい。 
 
 

平成２５年度の対応状況等 
 
 交通安全施設等整備費     ２，８７９，９８７千円  
 
  信号機の整備につきましては、道路環境を調査し、交通事故発生状況、交通事

 故発生の危険性、交通量、道路形状、他の交通安全施設とのバランス等を踏まえ、

 必要性、緊急性を検討したうえ、全要望の中で必要性等の高いものから順次整備

 をしてまいります。 

 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等 
 
 交通安全施設等整備費     ３，２７０，５９４千円  
 
  平成２４年度は、８６基の信号機を整備する予定でおります。 

  整備箇所については、市町村や県民の要望、交通事故発生状況、交通量、道路

 形状等を踏まえ、必要性、緊急性を勘案し、整備環境が整った箇所から計画的な

 整備に努めてまいります。 
 
 
 
 

 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １７１                                                       県土整備部 

要    望    項    目

 
１０ 川口市 
 １ 伝右川の浚渫 
   伝右川（伝右橋から龍のいり水門）の浚渫を行うこと 

平成２５年度の対応状況等

 
 伝右川の伝右橋から龍のいり水門までのしゅんせつは、平成２４年度に完了しました

ので、平成２５年度以降は、適正な維持管理を実施します。 

平成２４年度の対応状況等

 
 伝右川の伝右橋から龍いり水門までのしゅんせつについては、平成２４年度に完了す

る予定です。 

 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １７２                                                       県土整備部 

要    望    項    目

 
１０ 川口市 
 ２ 竪川、旧芝川の浚渫 
   竪川（緑川交差点から竪川樋門まで）、旧芝川（竪川樋門から青木橋まで）の浚

  渫を行うこと 

平成２５年度の対応状況等

 
 竪川については、引き続き、芝川からの浄化導水を流すとともに、しゅんせつについ

ては、堆積状況を勘案し検討します。 
 旧芝川については、引き続き、竪川樋門から青木橋の区間でヘドロのしゅんせつを行

うとともに、浄化施設を適正に維持管理してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 竪川については、芝川からの浄化導水を流しています。 
 旧芝川については、竪川樋門から青木橋の区間で、ヘドロのしゅんせつを行うととも

に、浄化施設を適正に維持管理しました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 
 №１７３                                                     県土整備部 

要    望    項    目

 
１０ 川口市  
 ３ 県道におけるバリアフリー歩道整備促進 
  さいたま草加線、吉場安行東京線、鳩ケ谷金明町線、大宮鳩ケ谷線をはじめとす

る、各県道のバリアフリー歩道整備促進に関すること。 

平成２５年度の対応状況等

  

 さいたま鳩ヶ谷線（川口市桜町地内）につきましては、引き続き、バリアフリーに

配慮した歩道整備事業を進めてまいります。 

 また、さいたま草加線、吉場安行東京線、金明町鳩ケ谷線をはじめとする、各県道の

バリアフリー歩道整備につきましては、事業の優先順位や事業効果などを総合的に勘

案し検討してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

  

 さいたま鳩ヶ谷線（川口市桜町地内）につきましては、現在、バリアフリーに配慮

した歩道整備事業を進めております。 

 また、県道のバリアフリー歩道整備促進につきましては、事業の優先順位や事業効果

などを総合的に勘案し検討しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１７４                                                       県土整備部 

要    望    項    目

 

１０ 川口市 

  ４ 綾瀬川への新橋建設促進 

   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。 

平成２５年度の対応状況等

 
  ＪＲ東川口から越谷方面への都市計画道路南浦和越谷線の綾瀬川を跨ぐ新橋に 

 ついては、関係市の整備方針を踏まえ、県として可能な支援に努めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  ＪＲ東川口から越谷方面への都市計画道路南浦和越谷線の綾瀬川を跨ぐ新橋に 

ついては、関係市の整備方針の調整状況を注視しながら、県として可能な支援を検 

討しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １７５                                                        県土整備部 

要    望    項    目

 
１０ 川口市 
  ５．荒川への新橋建設 
    荒川の新橋を建設すること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 引き続き、東京都と新橋建設の必要性などについて協議してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 荒川への新橋建設に関しまして、「東京都・埼玉県道路橋梁調整会議」等により、 
東京都との協議を実施してまいりました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１７６                                                       企画財政部 

要    望    項    目
 
１０ 川口市 

  ６ 市内東西公共交通の強化促進 

   第二産業道路への日暮里舎人線の延伸もしくはＬＲＴの導入など、東西公共交通

  を強化すること。 

 

 

  
平成２５年度の対応状況等

 
 日暮里舎人線（日暮里・舎人ライナー）の延伸及び東西交通県南ルートの整備につ

いては、運輸政策審議会の答申路線に位置付けられておりません。また、事業採算性

の確保など、様々な課題があるため、地元の取組状況を見極めながら対応してまいり

ます。 

平成２４年度の対応状況等

 
 日暮里舎人線（日暮里・舎人ライナー）の延伸及び東西交通県南ルートの整備につ

いては、運輸政策審議会の答申路線に位置付けられておりません。また、事業採算性

の確保など様々な課題があるため、地元の取組状況を見極める必要があります。本年

度は、情報収集に努めてまいりました。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会  
 平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１７７                            警察本部 

要   望   項   目 
 
１０ 川口市 
  ７ 川口市東北部地域への新警察署の設置を 
    川口市東北部地域への新警察署を設置すること。 
 
 
 
 

平成２５年度の対応状況等  
 
  警察署は、地域の安心・安全の拠点として治安基盤の根幹をなすものである

 ことから、老朽化、狭あい化又は耐震強度が不足している庁舎の改築等も含め

 て検討を行い、計画的な整備に努めております。  
  川口市東北部地域においては、都市化の進展による人口や各種警察事象が増

 加していることから、地元から警察署新設の強い要望をいただいていることは

 承知しております。 
  警察署の整備については、財政的な手当と相当数の警察官の確保が必要なこ

 と、既存警察施設の老朽化、狭あい化、耐震補強に伴う計画的な整備の必要性

 を勘案し、県下の治安情勢や人口の推移などを見極めながら、総合的に検討し

 てまいります。  
 

 
 

平成２４年度の対応状況等  
 
  平成２３年１０月１１日に、鳩ケ谷市が川口市に編入合併し、都市化の進展

 による人口の増加、それに伴う警察事象の増加から、東北部地域を含めた同市

 における警察署新設の必要性は高いと認識しております。  
  しかしながら、警察署の新設には、多大な財政的な手当てと相当数の警察官

 の確保が必要であるほか、老朽化や警察官の増員に伴う狭あい化、耐震強度が

 不足している庁舎の改築を順次進めるという課題も存在しております。 
  以上の諸事情を踏まえ、国に対し警察官の更なる増員を訴え続けるとともに、

 県下における警察事象の増減や地域整備等の動向を見極めつつ、総合的に検討

 してまいります。 
  
 
 

 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１７８                           県土整備部 

要   望   項   目 
 
１０ 川口市 
  ８ 毛長川改修工事の安全なる工事の実施と不法・私的架橋の撤去  
    メガネ橋周辺工事における迂回車両の適切な誘導・信号設置等、安全な

   る工事の実施。及び同川上（赤井・鳩ヶ谷本町境）の不法・私的架橋の撤

   去 
 
 
 
 

平成２５年度の対応状況等  

  

 毛長川改修工事におけるめがね橋周辺工事につきましては、警察の指導を仰

ぎながら、引き続き適切な交通安全対策を実施してまいります。また、地元の

意見を聞きながら、引き続き安全な工事に努めてまいります。 

 また、川口市赤井と鳩ヶ谷本町の境にある私的架橋につきましては、毛長川が

一級河川に指定された昭和４９年以前から架けられている生活通路橋なので、河

川法上は占用許可があったものとみなされ、河川管理者が一方的に撤去すること

はできません。  
 なお、河川占用許可を受けていない橋につきましては、設置者に許可申請を行

うよう引き続き指導してまいります。 
 
 
 

平成２４年度の対応状況等  

  

 毛長川改修工事におけるめがね橋周辺工事につきましては、警察の指導を仰

ぎながら、適切な交通安全対策を実施しております。また、地元の意見を聞き

ながら、安全な工事に努めております。 

 また、川口市赤井と鳩ヶ谷本町の境にある私的架橋につきましては、毛長川が

一級河川に指定された昭和４９年以前から架けられている生活通路橋なので、河

川法上は占用許可があったものとみなされ、河川管理者が一方的に撤去すること

はできません。  
 なお、河川占用許可を受けていない橋につきましては、設置者に許可申請を行

うよう指導を行っております。 

 

 
 



民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 

平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 

 № １７９                                                   県土整備部 
要    望    項    目

 １１ さいたま市 
   １ さいたま市内一級河川の整備・改修促進について 

     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。 
平成２５年度の対応状況等

 ○ゲリラ豪雨対策における連携について 

   県市で事業計画や事業進度を調整し、効果的な浸水被害対策を進めてまいりま

  す。 

 ○一級河川芝川について 

   芝川第一調節池の整備、河道改修を進め、早期に治水効果が発揮できるよう、

  引き続き、努めてまいります。 

 ○一級河川古隅田川について 

   上院調節池の整備、河道改修を進め、早期に治水効果が発揮できるよう、引き

  続き、努めてまいります。 

 ○一級河川藤右衛門川について 

   当該河川は河川改修の目標としている時間雨量５０㎜程度の降雨に対応した

  河川整備が完了しております。 

平成２４年度の対応状況等

 ○ゲリラ豪雨対策における連携について 

   「河川整備と下水道整備」について県市で協議を重ね、古隅田川、芝川、鴨川、

  鴻沼川、藤右衛門川の５流域で連携し重点的に取り組むことに合意しました。

 ○一級河川芝川について 

   早期に治水効果が発揮できるよう、芝川第一調節池の整備、河道改修を実施 

  しました。 

 ○一級河川古隅田川について 

   早期に治水効果が発揮できるよう、河道改修を実施しました。 

 ○一級河川藤右衛門川について 

   当該河川は河川改修の目標としている時間雨量５０㎜程度の降雨に対応し 

  た河川整備が完了しております。 

 



 

 

       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１８０                                                        企画財政部 

要    望    項    目 
 
１１ さいたま市関係 
 ２ 県の役割をふまえた市町村への財政的な支援について 
  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金制度の是正・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。 

平成２５年度の対応状況等 

 
  １） 県単独補助金のうち、政令指定都市を除外するものや、財政力指数に応じて

補助率を引き下げるものは、県と指定都市との間の適切な役割分担や、財源に

限りがある中で財政力に乏しい団体など、より支援が必要なところへ優先的に

配分できるようにするという考え方に基づいております。 

何とぞ御理解をいただきたいと存じます。 

 
２） 地方分権推進事業費埼玉県分権推進交付金    ６１５，９４３千円 

      市町村振興事業特別会計埼玉県ふるさと創造資金 

     権限移譲特別推進事業              ３０，０００千円 

 

  埼玉県分権推進交付金は、事務処理１件当たりの人件費及び物件費に過去３年間

の平均事務処理件数を乗じて当該事務全体の経費を求め、客観的な指標を用いて市

町村に配分しています。 

  交付金の算定方法については、市町村の意見も伺い、より実態に合ったものとな

るよう、概ね３年ごとに見直しをしており、直近では平成２３年度に見直しをして

おります。 

  ２５年度は、２３年度の見直しを踏まえ、適切に分権推進交付金を交付してまい

ります。 

  今後も適宜見直しを行い、より適切な交付金制度となるよう努めてまいります。

 
 
 



 

 

 
平成２４年度の対応状況等

 
１） 県と指定都市との間の適切な役割分担や、財源に限りがある中で財政力に乏し

い団体など、より支援が必要なところへ優先的に配分できるようにするという考

え方に基づき、県単独補助金の一部について、政令指定都市を除外するものや、

財政力指数に応じて補助率を引き下げているものがあります。 

 
２） 地方分権推進事業費埼玉県分権推進交付金    ６４７，５００千円 

    市町村振興事業特別会計埼玉県ふるさと創造資金 

   （緊急重点事業推進枠）権限移譲特別推進事業   ３０，０００千円 

 

 埼玉県分権推進交付金は、事務処理１件当たりの人件費及び物件費に過去３年間

の平均事務処理件数を乗じて当該事務全体の経費を求め、客観的な指標を用いて市

町村に配分しています。 

  ２４年度は、２３年度に行った見直しに基づき分権推進交付金を交付しました。

 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１８１                                                       警察本部 

要    望    項    目

 
１１ さいたま市 

  ３ 市内における交番の増設について 
    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。また、大宮署移転に伴って生じる治安不安

 に対応するため、現在地に交番等の設置を行うこと。 

平成２５年度の対応状況等

 
  交番等は、警察官数が限られている現状から、地域の治安情勢、人口、面積

 などを基に総合的に判断してバランスよく配置することとし、犯罪抑止機能を

 強化するため、当面、交番は新設せず、付近の交番等の位置関係等を総合的に

 検討して既存の交番を要望されている地域に移転改築するなど、その必要性、

 緊急性を判断しながら整備しております。 

  さいたま市内のこれら地域については、各地域の情勢の変化や事件・事故の発

 生状況を踏まえながら、総合的に検討してまいりたいと考えております。 
  また、大宮署移転後の治安対策として、加茂宮交番を北区役所近くに移転改築

 するとともに、施設の大型化を図り、パトカー等の運用配置など多種多様な警察

 事象に対応するための活動拠点として運用し、治安の確保を図ってまいります。

平成２４年度の対応状況等

 
  加茂宮交番は施設の狭隘や大型商業施設の開業等の治安情勢の変化に伴い、北

 区役所近くに移転改築することとしています。当該交番は、施設の大型化を図る

 とともに、パトカー等の運用配置など多種多様な警察事象に対応するための活動

 拠点として運用し、治安の確保を図ってまいります。また、他の地域については、

 各地域の情勢の変化や事件・事故の発生状況を踏まえながら、総合的に検討して

 まいりたいと考えております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１８２                                                       企画財政部 

要    望    項    目
 
１１ さいたま市 

  ４ 駅のバリアフリー化の推進と耐震化について 

   ターミナル駅であり、1日の乗降客数１１万人を超える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ます。また、南浦和駅は昭和３６年に

  つくられたものであり、耐震性も大変心配されています。公共建築物の観点からも

  早急な対応をお願いします。 

 

平成２５年度の対応状況等

 
 引き続き、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の趣旨を踏

まえ、南浦和駅のバリアフリー化に向けた速やかなエレベーターの設置などをＪＲ東

日本に要望してまいります。 

 また、駅等の構造物について、安全対策に万全を期すよう、併せて要望を行ってま

いります。 

 

 

平成２４年度の対応状況等

  
 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、南浦

和駅のバリアフリー化に向けたエレベーターの設置などをＪＲ東日本に要望しまし

た。 

 また、駅等の構造物について、安全対策に万全を期すよう、併せて要望を行いまし

た。 

 ＪＲ東日本では平成２５年１月に「南浦和駅バリアフリー計画」を公表し、平成２４

年度末から順次改札内のエレベーターの設置が進められることになりました。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１８３                                                       企画財政部 

要    望    項    目
 
１１ さいたま市 

  ５ 埼京線の最終電車延長について 
   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。 

平成２５年度の対応状況等

 
 引き続き、埼京線の終電繰り下げについて、ＪＲ東日本に要望してまいります。 
 

 

平成２４年度の対応状況等

 
 埼京線の終電繰り下げについて、ＪＲ東日本に要望しました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１８４                                                        保健医療部 

要    望    項    目

 
１２ 上尾市 
  １ 乳幼児医療費助成制度の拡充 
  （１）子育て支援の観点から、県の乳幼児医療費助成制度に係る所得制度と自己負

    担制度を撤廃するとともに、助成対象年齢を中学校修了まで引き上げること。

    また、ひとり親医療等との優先関係について、乳幼児医療費助成制度の優先を

    明確にすること。 
  （２）市単独の乳幼児医療費助成制度の対象年齢拡大分について、ひとり親医療等

    他の県補助事業への請求について可能とすること。  
  （３）国において、子ども医療費の無償化制度の早急に創設するよう、県から国に

    対し強く働きかけること。 

平成２５年度の対応状況等

 
 乳幼児医療対策助成費     ２，８２６，２３１千円 
 
（１）所得制限については、限られた財源の中で、医療費助成の必要性のより高い低所

  得者が安心して医療を受けられることを基本として対象者の重点化を図るため、ま

  た、自己負担金については受益と負担の適正化の観点から導入しており、制度の継

  続的かつ安定的な運営に必要なものと考えています。助成対象年齢については、医

  療費が多くかかる年齢に対し補助を行うことを基本に考えています。現在の県の補

  助対象である小学校就学前までで医療費の多くかかる年齢に対応できていると考え

  ています。 
   乳幼児医療とひとり親家庭等医療の両方の支給要件に該当する場合、どちらの制

  度を優先適用させるかは地域の実情などを踏まえて各市町村で判断していただきた

  いと考えています。 
（２）市単独の対象年齢拡大分をひとり親医療など他の県補助事業で補助金を交付する

  ことはできません。他の県補助事業の支給要件を有するのでしたら、当該制度に則

  した登録申請を受け付けて受給者登録を行った上で補助金の交付を申請してくださ

  い。 
（３）子どもの医療費助成事業は全都道府県で実施されており、国が統一的に実施すべ

  きであると考えています。このため、国に対して統一した公費負担医療制度を創設

  するよう要望しています。今後もその実現に向け、引き続き強く要望してまいりま

  す。 
 
 
 
 
 
 



平成２４年度の対応状況等

 
 乳幼児医療対策助成費     ２，６２３，３２２千円 
 
（１）所得制限については、限られた財源の中で、医療費助成の必要性のより高い低所

  得者が安心して医療を受けられることを基本として対象者の重点化を図るため、ま

  た、自己負担金については受益と負担の適正化の観点から導入しており、制度の継

  続的かつ安定的な運営のために引き続き適用することとしました。 
   助成対象年齢については、医療費が多くかかる年齢に対し補助を行うことを基本

  に考えて医療費の多くかかる就学前までの乳幼児を対象としました。 
   乳幼児医療とひとり親家庭等医療の両方の支給要件に該当する場合、どちらの制

  度を優先適用させるかは地域の実情などを踏まえて各市町村で判断していただいて

  おります。 
（２）市単独の対象年齢拡大分をひとり親医療など他の県補助事業で補助金を交付する

  ことはできませんので、市の単独補助とさせていただきました。 
（３）子どもの医療費助成事業は全都道府県で実施されており、国が統一的に実施すべ

  きであると考え、国に対して統一した公費負担医療制度を創設するよう要望しまし

  た。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １８５                                                        教育局 

要    望    項    目 
 
１２ 上尾市 
 ２ 新しい職の設置と特例編成の拡充について 
 （１）学校の活性化を図るため主幹教諭の全校配置 
 （２）国の標準の見直しに先んじて、県の特例編制の拡充（中学年） 
 （３）指導担当教諭の配置 
 （４）食に関する指導の中核を担う栄養教諭の全校配置 

平成２５年度の対応状況等 
 
（１）県では、平成２５年度、「学校教育法」に基づく主幹教諭を小中学校に配置す

る予定です。主幹教諭の全校配置については、管理職選考試験の実施状況や財政

の改善状況、市町村の状況を見据えながら検討してまいります。 
（２）引き続き、少人数学級編制の特例措置及び少人数指導加配教員の配置等により、

きめ細かな指導の充実に努めます。また、国に対しては、各自治体の状況を踏まえ

た教職員配置基準の見直しを行うよう要望してまいります。 
（３）指導教諭については、平成２３年度末の研究のまとめを受け、若手教員の育成

状況や管理職選考試験の実施状況、他の都道府県の配置状況、財政の改善状況な

どを見据えながら検討してまいります。 

（４）学校給食の管理と、それを活用した食に関する指導を一体として行うため栄養教

諭を平成１８年度より配置し、現在１４４名を配置しております。本年度さらに、

栄養教諭を増やすよう平成２５年１月に採用試験を実施します。今後も栄養教諭を

増やすよう努めてまいります。また、国に対しては、各自治体の状況を踏まえた教

職員配置基準の見直しを行うよう要望してまいります。 

平成２４年度の対応状況等 
 
（１）県では、平成２４年度当初、「学校教育法」に基づく主幹教諭を小学校に１９

２名、中学校に１５９名、計３５１名を配置いたしました。 
（２）県では、国の加配定数を弾力的に活用し、本県独自の少人数学級編制を実施

するとともに、少人数指導加配教員等を配置し、きめ細かな指導の充実に努め

ております。 
（３）指導教諭については、平成２３年度末に作成した「学校の組織運営に関する研

究」のまとめを受け、若手教員の育成 状況や管理職選考試験の実施状況、他の

都道府県の配置状況、財政の改善状況などを見据えながら検討しております。

（４）学校給食の管理と、それを活用した食に関する指導を一体として行うための栄養

教諭を平成１８年度より配置しております。平成２４年度は、平成２３年度よりさ

らに２０名を配置し、県として１４４名の栄養教諭の配置となりました。栄養教諭

を増やしていくよう努めております。 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 № １８６                                                        教育局 

要    望    項    目

 
１２ 上尾市 
 ３ 外国語指導助手（ＡＬＴ)の県費補助制度の創設 
 （１）外国語指導助手（ＡＬＴ)派遣の財政的支援 

平成２５年度の対応状況等

 
ＡＬＴの配置は、各市町村の判断に負うところであり、県としての財政的支援は困難

ですが、国に対して、全国都道府県教育長協議会を通して、外国語指導助手（ＡＬＴ）

の雇用に関わる財政支援の充実について要望してまいります。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 ＡＬＴの配置は、各市町村の判断に負うところであり、県としての財政的支援は困難

ですが、国に対して、全国都道府県教育長協議会を通して、外国語指導助手（ＡＬＴ）

の雇用に関わる財政支援の充実について要望しております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 №１８７                                                       企画財政部 

要    望    項    目
 
１３ 所沢市 

  １ 都市高速鉄道１２号線の延伸について 
   都市高速鉄道１２号線が練馬区光が丘まで延伸されてきています。１２号線がさ

  らに延伸されＪＲ東所沢駅で県内を横断するＪＲ武蔵野線と接続されれば、利便性

  が向上し地域の活性化につながります。埼玉県におかれましては、沿線自治体と強

  力に連携をし、採算性を確保する前提となる人口増に向けたまちづくりを積極的に

  支援するなど、東所沢駅までの延伸に向けて積極的に取り組むことを要望致します。

平成２５年度の対応状況等

 

 県内公共交通網検討調査費             ４，９００千円 

 運輸政策審議会第１８号答申の見直しに向けて、高速鉄道東京１２号線の延伸も含

めた県の対応方針の検討を行うとともに、地元自治体との連絡調整を図ってまいりま

す。 

 

平成２４年度の対応状況等

 

 県内公共交通網検討調査費             ５，０００千円 

 鉄道新線の整備について、運輸政策審議会第１８号答申の見直しに向け、県内公共

交通網の現状把握や課題整理などを行うとともに、地元自治体との連絡調整を図りま

した。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １８８                                                      県土整備部 

要    望    項    目

 
 １３ 所沢市 
  ２ 都市計画道路・東京狭山線の早期全面開通について 

平成２５年度の対応状況等

 
都市計画道路東京狭山線の下安松工区につきましては、工事に着手するとともに、引

き続き用地買収を進め、事業の推進に努めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
都市計画道路東京狭山線の下安松工区につきましては、構造物の設計や用地買収を

進めてまいりました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１８９                                                    県土整備部 

要    望    項    目

 
１３ 所沢市 
  ３ 都市計画道路・飯能所沢線及び所沢村山線の早期全面開通について 

平成２５年度の対応状況等

 
 都市計画道路飯能所沢線は、所沢市の中心市街地における慢性的な交通渋滞の緩和や

都県間の道路ネットワークの強化などの整備効果が期待されることから、県が重点的に

整備を進めている道路であります。引き続き、用地取得及び工事を推進してまいります。

 都市計画道路所沢村山線の整備につきましては、所沢市と役割分担に関して調整し

ている状況であり、引き続き、調整を進めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 都市計画道路飯能所沢線は、所沢市の中心市街地における慢性的な交通渋滞の緩和や

都県間の道路ネットワークの強化などの整備効果が期待されることから、県が重点的に

整備を進めている道路であります。用地取得及び工事を推進しております。 

 都市計画道路所沢村山線の整備につきましては、所沢市と役割分担に関して調整し

ている状況であり、調整を進めております。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１９０                                                       警察本部 

要    望    項    目

 

１３ 所沢市 

  ４ 西武鉄道・所沢駅東口周辺への交番の設置について 
    所沢駅は、一日の利用者数は９万人を超える駅であり現在駅舎の改良工事が

   行われています。来年３月には、西武新宿線と東急東横線、横浜みなとみらい

   線との相互直通運転が予定されており、更なる利用者の増加が見込まれていま

   す。しかしながら所沢駅東口には交番がありません。利用者並びに地域住民の

   安全・安心の為にも交番の設置を要望します。 

平成２５年度の対応状況等

 
  交番等は、警察官数が限られている現状から、地域の治安情勢、人口、面積

 などを基に総合的に判断してバランスよく配置することとし、犯罪抑止機能を

 強化するため、当面、交番は新設せず、付近の交番等の位置関係等を総合的に

 検討して既存の交番を要望されている地域に移転改築するなど、その必要性、

 緊急性を判断しながら整備しております。 

  所沢駅東口への交番設置についてですが、各地域の情勢の変化や事件・事故の

 発生状況を踏まえながら、総合的に検討してまいりたいと考えております。 

平成２４年度の対応状況等

 

  所沢駅東口の周辺地域については、所沢駅前交番が管轄しており、事件・事故が 

 発生した場合は所沢駅前交番が対応しています。 

  所沢駅東口への交番設置についてですが、各地域の情勢の変化や事件・事故の発 

 生状況を踏まえながら、総合的に検討してまいりたいと考えております。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１９１                                                   都市整備部 

要    望    項    目

 
１３ 所沢市 

  ５ 航空記念公園サッカー場の芝生化について 

    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。 

平成２５年度の対応状況等

 
  人工芝化整備及び供用後の管理運営に関し、県と所沢市の役割分担について協議 
 を進めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  所沢航空記念公園運動場の人工芝化に関しては、人工芝化した場合の利用者ニー 
 ズに関する検討及び、整備内容に関する協議を県と所沢市で行いました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １９２                                                        県土整備部 

要    望    項    目

 
１４ 狭山市 
  １．狭山環状有料道路の無料化を 
    埼玉県の有料道路設置の経緯は存じております。しかし、例えば狭山市にある

   自動車工場は、ラインの半減を発表し、税収のみならず、今後の市内雇用は厳し

   さを増します。狭山環状有料道路が無料であれば、狭山工業団地、圏央道狭山・

   日高インターチェンジ周辺からの物流はスムーズに国道に流れていき、工業団地

   の立地条件は改善されますし、それ以外に、大きな産業政策は無いと思います。

   このまま有料道路で利用料金を取っていても、料金所の人件費で有料期間の残り

   １０年のうち２年分は、工事費の償還に使われるのでなく、人件費で消えてしま

   う程の不採算な路線です。東京狭山線が開通しても、それ程の利用増は見込めな

   いと考えます。そして、何より、現在、有料である事から、橋両岸の柏原・奥富

   地区では、有料道路を避ける車が多く、狭い事故で事故が多発しており、振動に

   よる騒音を含め、苦情が寄せられております。抜け道になっている実態を調査し、

   調査機関に料金設定の再シミュレーションを依頼し、無料化について市と協議し

   て頂きますよう、お願い申し上げます。 

平成２５年度の対応状況等

 
 有料道路を無料化する場合には、その債務を償還する必要がありますので、市の考え

方を十分聴くなどしてまいります。 
 引き続き、道路公社と連携しながら、有料道路利用者の増加と利便性向上につながる

取組に努めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 地域の事業所等を訪問し、お得な割引回数券の販売や時間短縮効果をＰＲする横断幕

を設置するなど、有料道路利用者の増加につながる取組を行ってまいりました。 
 また、抜け道については地元市と現地確認を行い、対応可能な方策について地元市と

検討しております。 
  
 
  

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １９３                                                      県土整備部 

要    望    項    目

 
 １５ 熊谷市 
  １ 県道冑山熊谷線を早期に完成させること 

平成２５年度の対応状況等

 
県道冑山熊谷線につきましては、引き続き用地買収箇所の道路築造工事を進めるとと

もに、和田吉野川を渡河する橋りょうの設計を進め、事業推進に努めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
県道冑山熊谷線につきましては、用地買収箇所の道路築造工事を進めるとともに、

和田吉野川を渡河する橋りょうの取付部の構造検討を進めてまいりました。 

 



民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １９４                              環境部 

要    望    項    目

１５ 熊谷市 
 ２ 処理の困難な廃棄物の撤去について 

   熊谷市には、３，０００㎡以上の産業廃棄物の山が２１箇所あり、長期間放置

  されたままのため、景観や周辺環境の悪化をまねいている。 

   さらに、ごみがごみを呼び、二次的な不法投棄を誘発する原因にもなっている。

  これらの山の中には市道・県道の境まで積まれており、傾斜も急で、事故を起こ

  しかねない状況のものもある。また、火災の発生もあり消火に苦慮した山もある。

  これらについては、行為者不明、零細企業者、土地所有者の無関心、事実上倒産、

  さらに境界法令での規制が困難等により、改善されずに現在に至っている。住民

  の不安を解消し、安心して暮らせる生活環境を保全する為、撤去等、一刻も早い

  対応を図られたい。 

平成２５年度の対応状況等

  廃棄物の山の撤去・環境保全対策費      ３３，８５４千円 
 
  廃棄物の山の撤去は、本来、山を築いた原因者である行為者、排出事業者、土地

 所有者の責任において行うべきものです。県では、引き続き、行為者等に対する撤

 去指導、排出事業者の調査、土地所有者からの事情聴取など、あらゆる角度からの

 指導を行っていきます。今後も、「捨て得は絶対に許さない」という方針のもと、

 関係者に対する撤去指導をねばり強く続けます。 
  一方、生活環境保全上の支障又は支障のおそれがあり、放置できないと判断した

 ものについては、行為者等に対して措置命令を発出し、履行されない場合は、やむ

 を得ない緊急的な対応として、「さいたま環境整備事業推進積立金（通称：けやき

 積立金）」を活用して撤去することも視野に入れて対応します。 

平成２４年度の対応状況等

  廃棄物の山の撤去・環境保全対策費      ３４，６６２千円 
 
  廃棄物の山の撤去は、本来、山を築いた原因者である行為者、排出事業者、土地

 所有者の責任において行うべきものです。県では、現在、行為者等に対する撤去指

 導、排出事業者の調査、土地所有者からの事情聴取など、あらゆる角度からの指導

 を行っています。 
  また、撤去・環境保全対策としては、行為者、排出事業者及び土地所有者に対し

 て撤去指導を行い、熊谷市における３，０００㎥以上の産業廃棄物の山（平成２３

 年度末現在で２１か所）について、行為者等への指導により６か所で撤去が進んで

 います。 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 
 №１９５                                                           企業局 

要    望    項    目

 
１５ 熊谷市 
 ３ 新たな産業用地の創出について 

 

平成２５年度の対応状況等

 
 「圏央道以北地域の産業地誘導に関する基本的考え方」が平成２３年９月に策定さ

れており、企業局としてもこれに即して圏央道以北地域における産業団地整備を行う

こととしております。 
  
 圏央道以北地域の産業団地の整備に当たりましては、当該地域は他県の工業団地等

との競合が厳しいことから、事業の成立及び採算性を慎重に検討したうえで対応して

まいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 「圏央道以北地域の産業地誘導に関する基本的考え方」が平成２３年９月に策定さ

れており、企業局としてもこれに即して圏央道以北地域における産業団地整備を行う

こととしております。 
 圏央道以北地域の産業団地の整備に当たりましては、当該地域は他県の工業団地等

との競合が厳しいことから、事業の成立及び採算性を慎重に検討したうえで対応する

こととしています。  
 圏央道以北地域に対する概略的な調査を実施しております。 
 なお、現在のところ、地元市からの具体的な相談・要望はありません。 
  

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  
 
 №１９５                                                       産業労働部 

要    望    項    目

 
１５ 熊谷市 
 ３ 新たな産業用地の創出について 

 本市では、企業立地を戦略的に進めるため、総合振興計画（基本構想）において

産業拠点や産業誘導エリアを位置付け、地域の特性や企業の立地ニーズ等を踏まえ

ながら、周辺環境に調和した産業基盤の整備・促進を進めております。先般、内閣

府から「景気は緩やかに回復しつつある」との発表がございましたように、本年度

に入りまして、本市にも多数の企業から立地相談が寄せられております。また、妻

沼西部工業団地につきましては本年度に入りましてほぼ完売の状況となった旨を

伺っております。現在、積極的な企業誘致を推進しておりますが、企業誘致の受け

皿となるまとまった産業用地は少なく、民有地を活用した誘致策にとどまっており

ます。昨年度、県では「圏央道以北の産業地誘導に関する基本的な考え方」を示さ

れ、県北地域に配慮した企業誘致の方針を打ち出していただきましたが、本市にお

ける工業用地を含む新たな産業用地の創出について御検討くださるようお願い申

し上げます。 

平成２５年度の対応状況等

 
 企業立地推進事業                ２４，６８６千円 
 
 地元市との連携を強化する中で、必要な支援を検討していきます。 
 

平成２４年度の対応状況等

 
 企業立地推進事業                ３０，７９６千円 
 
 地元市との連携を強化する中で、必要な支援を検討しました。 
 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 №１９５                                                      都市整備部 

要    望    項    目

 
１５ 熊谷市 
  ３ 新たな産業用地の創出について 
    本市では、企業立地を戦略的に進めるため、総合振興計画(基本構想)におい  

   て産業拠点や産業誘導エリアを位置付け、地域の特性や企業の立地ニーズ等を  

   踏まえながら、周辺環境に調和した産業基盤の整備・促進を進めております。  

   先般、内閣府から「景気は緩やかに回復しつつある」との発表がございました  

   ように、本年度に入りまして、本市にも多数の企業から立地相談が寄せられて  

   おります。 

    また、妻沼西部工業団地につきましては本年度に入りましてほぼ完売の状況  

   となった旨を伺っております。現在、積極的な企業誘致を推進しておりますが、

   企業誘致の受け皿となるまとまった産業用地は少なく、民有地を活用した誘致 

   策にとどまっております。昨年度、県では「圏央道以北の産業地誘導に関する  

   基本的な考え方」を示され、県北地域に配慮した企業誘致の方針を打ち出して  

   いただきましたが、本市における工業用地を含む新たな産業用地の創出につい  

   て御検討くださるようお願い申し上げます。 

 
平成２５年度の対応状況等

 
  産業基盤づくり推進事業費            ４，７７５千円 
 
  圏央道以北地域については、圏央道整備に伴う波及効果や大手企業の関連企業の 

 進出などが見込まれています。県では、このチャンスを活かし産業地誘導を推進す 

 るため、「圏央道以北地域の産業地誘導に関する基本的考え方」に基づき、土地利 

 用に係る関係機関との調整を迅速に行うなど、熊谷市を含めた県北地域の市町村の 

 産業基盤づくりを支援してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
  産業基盤づくり推進事業費            ５，０２６千円 
 
  圏央道以北地域については、圏央道整備に伴う波及効果や大手企業の関連企業の 

 進出などが見込まれています。県では、このチャンスを活かし産業地誘導を推進す  

 るため、「圏央道以北地域の産業地誘導に関する基本的考え方」に基づき、土地利 

 用に係る関係機関との調整を迅速に行うなど、熊谷市を含めた県北地域の市町村の 

 産業基盤づくりを支援しました。 
 

 



 

 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№ １９６                          産業労働部 

要   望   項   目 
 
１５ 熊谷市 
  ４ 商店街街路灯補助金の拡充について  
    熊谷市内の商店街が管理する街路灯は、設置してから数十年経過してい

   るため、老朽化の問題が生じており、安全策が必要となっております。  
    しかし、現在の商店街は、厳しい経済状況により街路灯の維持等で精一

   杯の状況にあります。そのため、街路灯の撤去に対する補助要望が多数寄

   せられております。現在、埼玉県の商業振興施策には、街路灯の新設・改

   修に対する補助金はありますが、撤去に関する補助金はないのが現状です。

    よって、今後、埼玉県の産業振興施策に、街路灯の撤去に対する補助金

   の助成制度新設を要望します。 
 
 

平成２５年度の対応状況等  
  
  地域商業活性化促進事業のうち  
  環境配慮型施設整備事業              ２１，０００千円 
       
  ＬＥＤ街路灯の新設や既存街路灯のＬＥＤ化に要する費用を補助し、商店街

 のイメージアップや安全性の向上につながる商店街の街路灯整備について積極

 的に支援してまいります。なお、環境に配慮した施設整備を重点的に行うため

 街路灯の撤去費用は補助対象としておりませんので御理解を賜りますようお願

 いします。  
   
 
  

平成２４年度の対応状況等  
 

 中心市街地等商店街活性化促進事業費のうち 
  商店街施設整備事業                 １８，０００千円 
     
  商店街のイメージアップ、安全性の向上につながる商店街の街路灯整備につ

いて積極的に支援しました。 
  また、平成２１年度からは既存街路灯をＬＥＤ照明に改修する費用も補助し

 ています。 

 
 
 
 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １９７                                                      県土整備部 

要    望    項    目

 
 １６ 宮代町 
  １ 都市計画道路新橋通り線の延伸と一般県道蓮田・杉戸線の整備 

平成２５年度の対応状況等

 
都市計画道路新橋通り線の延伸整備につきましては、宮代町、杉戸町の御協力をいた

だきながら、効果的な整備に向けた調査を進めてまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
都市計画道路新橋通り線の延伸整備につきましては、事業手法や役割分担等につい

て、宮代町、杉戸町と検討を進めてまいりました。 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № １９８                                                      県土整備部 

要    望    項    目

 
 １６ 宮代町 
  ２ 県道東武動物公園停車場線の拡幅整備について 

平成２５年度の対応状況等

 
 県道東武動物公園停車場線の拡幅整備につきましては、駅前広場や沿線のまちづく

りを踏まえ、杉戸町や宮代町と事業手法や課題の解決に向けた検討を行ってまいりま

す。 

 また、国道４号までの町道区間につきましては、地域全体の道路網のあり方を踏ま

えた上で、杉戸町など地元自治体と調整してまいります。 

平成２４年度の対応状況等

 
 県道東武動物公園停車場線の拡幅整備につきましては、駅前広場や沿線のまちづく

りを踏まえ、杉戸町や宮代町と事業手法や課題の解決に向けた検討を行ってまいりま

した。 

また、国道４号までの町道区間につきましては、地域全体の道路網のあり方を踏

まえた上で、杉戸町など地元自治体と調整してまいりました。 

 



 

民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
№１９９                           県土整備部 

要   望   項   目 
 
１７ 越谷市 
  １ 中川・綾瀬川流域総合治水対策の促進について 
   中川の河川改修や平成２５年度完成予定の越谷レイクタウン事業に密接に

  関連する大相模調節池、それに付帯する導・排水路及び排水機場の整備を図

  ること。また、新方川については、国道４号戸井橋上流部分の河川改修の推

  進と 下流部に計画されている排水機場の早期事業化を図るとともに、中川

  ・綾瀬川流域総合治水対策の更なる促進を図ること。 
 
 

平成２５年度の対応状況等  

 中川の河川改修につきましては、引き続き大相模調節池排水路と連結する樋

門について整備を進めております。 

 越谷レイクタウン事業につきましては、平成２５年度末の完成に向け、引き

続き、大相模調節池南側の部分の整備や、導水路及び排水機場の整備を進めて

まいります。 

 新方川につきましては、東武伊勢崎線の橋梁架け換えに向け地元調整を図

り、早期に工事着手できるよう努めてまいります。  

 また、 下流の排水機場の整備については、今後国が策定する中川の河川整

備計画の中で、明らかにするよう国に働きかけてまいります。 

 引き続き、中川・綾瀬川流域における総合治水対策の整備促進に取り組んで

まいります。  
 

平成２４年度の対応状況等  

 中川の河川改修につきましては、大相模調節池排水路と連結する樋門につい

て整備を進めております。 

 越谷レイクタウン事業につきましては、大相模調節池南側の部分の整備や、

導水路及び排水機場の整備を進めております。 

 新方川における戸井橋につきましては、国土交通省に委託し架け換え工事を

進め、平成２４年８月に供用開始いたしました。その上流部の河川改修につい

ては、東武伊勢崎線の橋梁架け替えに向け地元調整を図り、早期に工事着手で

きるよう努めております。 

 また、 下流の排水機場の整備については、今後国が策定する中川の河川整

備計画の中で、明らかにするよう国に働きかけております。 

 

 



       民主党埼玉県総支部連合会及び民主党・無所属の会 
       平成２５年度予算要望に対する対応状況等  

 
 
 № ２００                                                  危機管理防災部 

要    望    項    目

 

１７ 越谷市 
 ２ 消防救急デジタル無線の整備に係る財政支援について 

   消防救急デジタル無線の整備のうち、共通波については、主に消防組織法に基

づく緊急消防援助隊として出動する場合に活用されるものであり、また、整備に

は多額の費用が見込まれることから、共通波の整備に係る埼玉県の財政支援を図

ること。 
 

平成２５年度の対応状況等

   

  消防救急無線の広域化・共同化推進費         ３，９４１千円 

 

 消防救急デジタル無線に係る消防通信・指令施設の整備について、県では国に対して

さらなる財政措置の充実に向けた要望活動を行ってまいります。 

 また、県としても消防救急デジタル無線の共同整備を行うための検討組織に対して、

運営支援及び財政支援を行ってまいります。 

 

平成２４年度の対応状況等 

 

 消防救急無線の広域化・共同化推進費         ８，７６６千円 

 

 消防救急デジタル無線に係る消防通信・指令施設の整備について、県では国に対して

さらなる財政措置の充実に向けた要望活動を行っております。 

 また、県としても消防救急デジタル無線の共同整備を行うための検討組織に対して、

運営支援及び財政支援を行っております。 
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