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４
◉防災強化プロジェクトチーム座長として
　今任期のスタートは、東日本大震災が発生した直後でし
た。震災のイメージが消えないうちに震災犠牲者を減らすた
めの取組みを一気呵成に取り組もうと考え、この４年間、地
震対策について徹底的に研究し震災犠牲者を減らすための提
言を続けて参りました。防災強化プロジェクトチームの座長
として地震対策の提言においては、県議会をリードしてきま
した。実際に実現に至った提言は数多くあります。その内容
は下記の通りです。

【平成23年９月議会一般質問】
○県庁職員の大規模な抜き打ちによる非常参集訓練の実施
○図上訓練の充実
○受援計画（支援をスムーズに受け入れるための計画）の策定
○自主防災倉庫に救出用資機材の備蓄を推進すること
○緊急輸送道路沿道建築物の耐震化補助の拡充

【平成25年２月議会一般質問】
○緊急輸送道路の液状化対策
○災害図上訓練ＤＩＧの積極的活用
○自主防災組織リーダー養成講座の充実
○震災対策行動計画の改定

【平成25年２月予算特別委員会】
○ツイッターによる防災情報の提供
○避難所運営マニュアルの策定促進
○災害時要援護者の避難支援対策における個別計画策定の促進

【平成26年６月議会一般質問】
○大雪被害に見舞われた秩父地域に関する気象予報の改善
○災害時の県出先機関の機能強化
○帰宅困難者に対する帰宅経路２次災害情報の提供

　地震対策については、行政が出来る分野だけでなく、防災
士の立場から、地元に特化した地震対策についてアドバイス
をさせていただく「地震対策出前講座」を市内で頻繁に実施
し好評を頂きました。

◉再生可能エネルギープロジェクトチーム座長として
　エネルギー政策は国の政策ではありますが県においても原
子力発電に依存しない体質を構築する必要性を痛感し、再生
可能エネルギープロジェクトチームの座長として提言を続け
ました。

◉医療政策プロジェクトチーム座長として
　これら活動とともに、本任期中のもう一つの重要な活動
は、埼玉県の医療問題についての調査研究でした。全国一人
口あたりの医師数が少ない埼玉県。それゆえ、県内ではさま
ざまな診療科で患者さんの受け入れできなかったり、救急車
のたらい回しが発生したりしています。ここ数年は、救急病
院の閉鎖、医師の地域偏在等に拍車がかかりました。県内で
はその他にも医療資源がかなり不足しています。総医師数の
みならず、看護師数、診療所数、一般病床数は47都道府県
最下位です。
　全国一のスピードで高齢化が進む埼玉県で、医療と介護の
切れ目ない連携が必要となります。埼玉県議会民主党・無所
属の会では埼玉県の医師不足問題の解決にどのような政策が
必要かを調査するため、民間シンクタンクと共同で専門の調
査を行いました。

◉団体局長として
　毎年県内50以上の各種団体の皆様と、国に対する概算要
求や県に対する予算要望について意見交換会を行いました。
広範なご意見やご要望を頂戴し、実現に向けて取り組みま
した。

４年間の成果
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　４年間の活動を総括し、埼玉や地元川口の更なる発展と安
心安全を守るために、川口創生計画2015を策定しました。
次の時代につながる政策として、埼玉県を動かし川口を発展
させる川口創生計画2015を発表いたします。

地方分権が進むと、地方が独自の判断を迫られま
す。首長をトップとする行政組織だけの判断だけで

なく、地方議会の政策立案能力が問われています。地方議会は
行政のチェックだけをしていればいい時代は終わりました。
　地方自治法には、「最少の経費で最大の効果を挙げるよう
にしなければならない」と明記されています。限られた予算
で最大限の効果を生み出すためには、その使い方に多くの知
恵が必要です。首長をトップとする行政の考え方だけでなく
地方議会の知恵を結集するためには機能する議会をつくる必
要があります。
○議会の機能を明記する議会基本条例の制定を目指します。
○行政側の一方的な分析や提案に依存せず、政務活動費を調
査分析業務に有効活用し、議会の政策
立案能力を高めます。
○広範な意見を集約するために、意見交換
会やパブリックコメント、参考人招致な
ど議会活動の中で積極的に活用します。

○知事も応援する政治団体「プロジェク
トせんたく」に参加し、多様性を持つ
議会の勢力伸長に力を尽くします。

県議会のミスター防災として、この４年間、震災
犠牲者を減らすための方法論を徹底して提案

してきました。人は、想定外の出来事に充分に対応すること
ができないため、各個人が災害をイメージする能力とそのイ
メージに対処する具体策を自分で準備することができる能力
を身に付けることが重要です。今後とも過去の震災被害の分
析を丁寧に行うとともに、公助、共助、自助での３つの側面
から、皆様に参考になる情報を提供するとともに、犠牲者を
減らす具体的提案をしてまいります。
　「地震で人は死にません。建物の倒壊や家財道具の下敷き
で死亡します。地震で餓死者は出ません」これが地震対策の
優先順位を示す重要なキーワードです。
　埼玉県地震被害想定では、川口が県内で最も甚大な被害を
受けることから、あらゆる方法論を駆使して、民間建築物の
耐震化を促進していきます。高層建築物の安全性も問われは
じめました。長周期地震に対する備えを提案します。
　死因の２番目は、焼死です。地震火災の出火原因トップ
は、地震後の通電火災です。各家庭で感震ブレーカー（一定
の震度になると自動的にブレーカーが落ちる装置）設置促進
を進めます。
　平日12時で最大約140万人が東京都に滞在
している埼玉都民の方に地震時に２次災害特
に火災に囲まれ犠牲者にならないため、帰宅
困難者対策に万全を期します。京浜東北線や
東武線沿線の住民は、荒川や隅田川の橋を渡る必要があり、
橋の周辺が地震時に著しく危険な地域に指定されています。

帰宅困難者に対する帰宅経路２次災害情報を提供するツール
を整備します。

3
新市庁舎に関わる当初の審議会で答申された新市
庁舎のスキップシティへの移転は、以前の市議会

で決議された既定路線であり、それを前提に都市整備を進め
てきました。スキップシティの市庁舎建設は、建設工期が短
く、建設費が安く、防災の拠点性において優れています。市
役所を現在地で建て直せば、将来災害が発生した時に後悔を
するのは私たち市民です。
　現在地での建て替えの理由が、市役所を移転すれば駅前が
すたれるという現状維持の守りの姿勢でした。これは、誰に
でも出来る都市計画です。川口の更なる発展のためには、市
役所を市の中心部のスキップシティに移転し、まだ開発途上
の市内中心部から北部への均衡な発展を目指すために都市計
画を策定するとともに、現在地にも新たな賑わいを創出する
ことが政治のすべきことです。現状維持の政策は誰でもでき
る発展性の無い政策です。

今任期中の医療問題のプロジェクトチームで各２次
医療圏地域ごとに解決策を提言した内容を実現しま

す。また、県全体の取り組みとしては、
○県立医学部（メディカルスクール）の設置の可能性を含め
あらゆる方法を尽くし、人口あたり医師数が全国一少ない
本県の状況を改善します。
○高齢人口の増加に合わせて増える医療需要に応えられるよ
う、県内病院を増設・拡充します。
○「医師と連携する職種（コメディカル）」の活躍範囲を広げ
医師が診療に特化できる態勢をつくります。
○断らない救急の拠点を各地に整備し救急をネットワーク化
することで、たらい回しが起きない態勢をつくります。救
急病院に対する補助制度の拡充をすすめます。
○在宅医療の充実、介護と切れ目ない連携を進め、安心して
暮らせる受け皿をつくります。
○介護従事者の待遇を改善し、人材確保に努め、充実した介
護サービスが受けられる態勢をつくります。

不妊に悩む夫婦の割合は３割を超
え、不妊治療により出生した子ど

もの割合は増加しています。不妊は女性に原
因があるというイメージが社会に根強く、原因の半分は男性
に起因するという事実を知らない人が多いのが実情です。
　幸いにして私たち夫婦は、不妊治療して子どもを授かりま
したが、夫婦ともに不妊治療を受けて多額の費用がかかりま
した。埼玉県では、来年度から妻のみならず夫の不妊治療の
費用助成を全国に先駆けて実施します。
　夫婦双方が行う不妊治療費用、特に人工授精や不育症治療

男女の不妊治療の医療費補助5

新市庁舎をスキップシティに移設

現庁舎ににぎわいの創出がはかれる施設を整備

3

川口創生計画2015

機能する議会をつくる１

直下大地震で震災犠牲者を出さない事前対策の推進2

地震対策は、私のホームページで特集をしています
のでご覧ください

医療の充実については、私のホームページで特集を
していますのでご覧ください

医師不足と医師の地域偏在の解消

救急病院に対する補助制度の充実

4

新規

新規

新規

継続
一部実現

継続
一部実現
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は保険適用外なので保険適用になるような制度を構築します。

埼玉高速鉄道（SR）は、運賃が高く、利用抑制が
働いています。SRの駅が最寄にありながら京浜東

北線を利用せざるを得ず、結果とし、京浜東北線の混雑を生
み、交通不便地をつくりだしています。川口駅前ばかりの集
中投資だけでは、市内の均衡な発展は期待できません。市内
の均衡な発展のためにはSRの運賃値下が必要不可欠です。

川の浄化については、環境装置メーカーのサラリー
マンとして得た知見を生かし、知事の進める川と緑

の再生を後押しする提言を続けています。地元のドブ川を無
くし、魚の住める川として、行政のみならず住民参加で川を
浄化する仕組みをつくります。川の浄化は、住環境が向上
し、結果として地域の評価を上げ、地価を向上させる好循環
を生みます。
○大雨のたびに汚水が川に越流する川口市内の合流式下水道
を改善するため、国県の財政支援を充実させます。
○下水道普及地域でも未接続世帯があり川の浄化が進みませ
ん。下水道接続を後押しするため低利融資の制度を更に充
実させる必要があります。
○下水道普及地域では河川の水量が減り、汚濁が進みます。
人工的に導水を行うことで水量を維持する必要があります。
○人口減少が進むなか、下水道ではなく合併浄化槽の整備も一
つの方法論です。また、現状の合併浄化槽は、定期検査を受
けていないものが多く、川の浄化をすすめるためには、定期
検査をしっかりと実施する必要があります。

　

子どもたちが親の経済格差によって将来の可能性
をそがれてしまうことがないように学力を維持す

る必要があります。団塊の世代の方がリタイヤされて地域に
戻られています。これらの人の能力を活用し、土曜日などに
補修学習ができる「地域寺子屋制度」を
普及していきます。

学力低下、考える力の低下等の諸問題は、活字離
れ、読書離れの問題と同じ根を持つものだと思わ

れます。読書で脳を働かせると、学力の向上のみならず想像
力や人間らしい感性も豊かに育つと言われます。それらを考
えると学校図書館の役割はとても重要です。
　しかし、現状の公立小中学校の学校図書館を覗くと大半の
学校図書館は、本はボロボロ、背表紙が欠落している、分類
もよく出来ていない、何十年も前に発行された本ばかりで読
みたい本がない、昔の学説が記載されている百科事典が後生
大事に保管されている等々、学校図書館の置かれている状況

は危機的です。
　原因は、図書館に本来配置されているはずの「司書」や
「司書教諭」が機能していないことがあげられます。県立高
校では既に「司書」が配置されしていますが、公立の小中学
校では「司書」が存在しない、「司書教諭」は教科や担任を
兼務しており、図書館運営に充分な時間がさけない状況で
す。本来ならば、最低限の教育の機会を提供する意味から
も、司書又は司書教諭を兼務なしの専任という形で配置すべ
きです。本を重視しない教育に学力向上を期待できるでしょ
うか？ 本を重視しない教育に人間としての基礎能力を習得
させることができるでしょうか？ 人格を形成する最も多感
で吸収力のある小中学校の時期に、身近な読書環境がこの状
況では、日本の教育はお寒いと言わざるを得ません。貿易立
国である我が国が唯一頼みにしている人材という貴重な資源
を育成する現場において大きな影を落としています。
○公立小中学校に専任の司書配置を進めます。
○学校図書館ごとの図書貸し出し冊数の目標値を設定します。

少子高齢化が進み生産者年齢人口も
減少していく中で、経済成長や社会を活性化させ

るためには、女性が働きながら子育てができる環境を整備す
ることが必要です。これは知事が提唱する「埼玉版ウーマノ
ミクスプロジェクト」です。
　女性だけでなく男性側も子育てに参加することが必要であ
り、そのためには雇用制度を改善させなければなりません。
　短時間勤務やフレックスタイム等多様な働き方ができる制
度を構築し、保育の受け入れ枠拡大が重要な課題になってい
ます。
　保育所の待機児童が依然高水準で、育児休暇制度も充実し
ておらず、離職をよぎなくされたり、経済的に成り立たない
子育て世代が多く、これが少子化に拍車をかけています。
○企業内保育に対する更なる手厚い支援をします。
○共同利用型企業内保育所の設置促進をします。
○保育士配置基準見直しを行い、きめ細かな対応ができる補
助を充実させます。また職員に対する給与
　処遇を厚くします。

子育てと就労の両立のため、放課後児
童クラブのニーズが拡大しています。子ども・子

育て支援新制度の施行に向けて、待機児童や対象学年の拡大
などに対応した量の拡充を図り、従事者の処遇改善や設備及
び運営に関する基準に即した質の向上を実現できるように、
十分な国の財政処置が必要です。
○大規模クラブを解消するための補助率かさ上げや加算処置
等を創設します。
○家賃補助や障害時対応職員の加配を制度化します。
○いわゆる「小１の壁」を解消するため、開所時間延長支援
事業ではなく、本体運営費補助として組み込み、正式に対
応する制度にします。

パン給食は、戦後日本に対して米国が
とった食糧戦略の一つでした。給食で食習慣を変

え、自国の余った小麦を販売し、食習慣を変えることで将

埼玉高速鉄道の運賃値下げ6

河川の浄化については、私のホームページで特集を
していますのでご覧ください

公共政策の大学院で優秀論文として評価された SR
の運賃値下げの具体的方法については、ホームペー
ジをご覧ください

埼玉版寺子屋制度の創設8

竪川、旧芝川などの市内中小河川の浄化7

放課後児童クラブの充実11

学校図書館の充実9

私たちの提案で、不妊治療のアドバイスをする冊子
を県が発行しましたのでご覧ください

保育園待機児童の解消10

新規
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米飯給食の充実12
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の需要増を狙った巧みな食糧戦略でした。このことを冷静に
考えれば、栄養学的に優れている米飯の需要を増やすために
給食で食習慣を変えるべきだと考えます。
○食糧安全保障の観点から、また子どもたちの健康を維持す
る観点から、完全米飯給食を強く求めていきます。

 
埼玉県では、エネルギーの地産地消をめざし、再
生可能エネルギーを中心とした「創エネ」と徹

底した「省エネ」に取り組む埼玉エコタウンプロジェクトを
推進しています。
　これは、新たな街区をつくるのではなく、既成市街地をエ
コタウンに変える実践的な取り組みです。そのためには、既
存住宅のスマートハウス化や街全体でエネルギーを効率的に
利用する蓄電池による「蓄エネ」、更には地域でエネルギー
の需給調整を可能とする仕組みが必要です。
　（※スマートハウス……IT（情報技術）を使って家庭内の
エネルギー消費が最適に制御された住宅。具体的には、太陽
光発電システムや蓄電池などのエネルギー機器、家電、住宅
機器などをコントロールし、エネルギーマネジメントを行う
ことで、CO2排出の削減を実現する省エネ住宅のことを指し
ます）
○2020年までにスマートメーターが全需要家に導入される
予定をしっかりと実施できるよう働きかけます。
○電気事業法改正時には、スマートメーターにより収集する
電力使用状況を地域レベルで自治体等が容易に把握できる
ような制度にするよう働きかけます。

都市型浸水を回避し、水道水を大切に使うために
は雨水利用施設を積極的に活用する必要がありま

す。都市においては、ダムよりも居住地域にある雨水貯留施
設を設置した方が治水と利水の効果が両方期待できるととも
に、地元設備業者さんの仕事にもなり、経済波及効果の高い
公共投資になります。
○建築基準法を改正し、各家庭に雨水利用施設の設置を義務
付け、利水、治水政策としての補助を充実させます。

この間、警察官の増員と検挙活動や県民主体の自
主防犯活動によるパトロールの実施により、埼玉

県の刑法犯認知件数は、平成16年をピークに９年連続で減
少しました。しかし、平成25年の件数は全国ワースト４位で
あるなど、治安情勢は依然として厳しい状況です。
　警察官一人当たりの業務負担は、人口が637名と全国一多
く、700人以上だったことを考えればかなり改善されている
ものの、更なる警察官の増員と警察官の業務を補完する交番
相談員などの非常勤職員の拡充が必要です。
　人口20万人当たり警察署１か所の配置が目安とされます
が、川口市では60万の人口に近づく中で、川口警察と武南
警察の２か所だけであり、もう一か所警察署があってもおか
しくない地域です。川口市内に新たな警察署（仮称）川口北
警察署の設置実現に向けて取り組みます。

私が所属する埼玉県議会民主党・無所属の会で
は、現在開会中の２月定例県議会に「危険ドラッ

グ取締強化のための条例」を議員提出条例案として上程して
います。危険ドラッグによる被害は、昨年１年間に全国で 
111人の死者を出し、725人が検挙されています。　　
　県内でも、危険ドラッグを使用したと思われる薬物中毒者
の救急搬送が増加の一途をたどっていますし、自動車運転を
行い事故に至っているケースも多数あります。また、市内の
警察署には薬物中毒により異常行動をする人物を知らせる
110番通報が頻繁に寄せられている様です。 
　昨年末、隣の蕨市内で危険ドラッグの製造工場が家宅捜索
されました。つい先日も地元の川口市飯塚のマンションの一
室が警察により家宅捜索され、国内最大級の密造工場だった
と見て実態解明が始まっています。
　危険ドラッグは、ネット上で安価に宅配便を使い簡単に入
手できてしまうことから、若年層の薬物乱用が広がりを見せ
ています。また、アロマやハーブといった名称で危険ドラッ
グとは知らずに手を染めてしまうケースもあるようです。業
者が成分を少しずつ変えて摘発を逃れようとするその行為か
ら、更に人体に危険な薬物を混入し、使用者が即死するケー
スも出ています。
　危険ドラッグは我々の身近に迫った大きな危機です。危険
ドラッグの一層の取締強化（警戒薬物の指定、ネット広告規
制、店舗の賃貸借契約時の確認等）と薬物中毒者の再犯率が
非常に高いことから回復プログラムの充実を図っていきます。

埼玉県のセーフティーネットである信用保証協会
の制度融資の対象先は、どちらかというと中堅企

業までで、規模の小さい事業者にまでその恩恵が充分に及ん
でいないと感じています。川口市は、規模の小さな企業が多
いので、そういった企業を対象に最先端技術に対する融資、
近郊農業における農業支援としての融資、小規模な商店街等
への融資など、川口の地元企業にとって使いやすい、時代に
マッチした制度融資を実現いたします。

県発注の公共事業は、一定程度の経済波及効果を
期待できる地域経済浮揚策の一つです。県民の

皆様の税金を財源にして建設事業を行うわけですから、県内
の事業者が受注して県内経済を活性化することが重要です。
　県の職員定数が絞らている状況の中で、施設のメンテなど
を業者の皆様に委託するケースが増える状況です。また、新
設よりも補修、改良などの発注業務が増える中で、防災上の
観点からも近くの地元業者さんに仕事を担っていただく機会
を増やすことを徹底する必要があります。
　この間、大手業者が独占しがちの電気工事等について、地
元業者の皆様に優先して受注していただく仕組みについて一
般質問や予算委員会等で積極的に提案して参りました。しか
し、まだまだ不十分であり、他の業種も改善が必要です。会
社員の時に公共事業に従事した経験を生かし、公平公正に地
元企業に受注していただく仕組みを提案していきます。

警察官の増員と川口北警察署の新設15

川口の実情にあった埼玉県信用保証協会の制度融資17

地元建設業者の育成18

危険ドラッグ取締強化16

雨水利用施設に対する補助充実14
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埼玉エコタウンプロジェクトの推進13
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