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G A M O U  N O R I A K I  R E P O R T  S A I T A M A  S O K A

　県民の皆さま、日頃より私 蒲生 徳明の県政活動にご理解を賜り心
より感謝申し上げます。
　ワクチンの接種は始まりましたが、未だ収束の見えないコロナ禍
の中で県民の皆様には様々にご協力を頂きながらも、多大なご苦労
をおかけし誠に申し訳ございません。
　私自身、日々コロナ対応のご要望を受ける中で、今できることは
何かを県民目線に立って考え、行動しております。
　今回は、最近の主な活動報告、コロナ関連情報、「公明党県議団
オンラインニュース」等のお知らせと最近の地元実績をご報告させ
て頂きます。皆様の尚一層のご指導ご鞭撻を賜ります様、宜しくお
願い申し上げます。

南1区草加市
県議会議員

蒲生 徳明
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最近の主な活動から（前号での掲載以降の活動）

❶コロナ対策

◆�県民の声を届け、カタチにするために、知事要望を行いました。（公明党県議団）
※�コロナの収束を目指し、県民・草加市民、医療現場、各種事業者の
皆様の声を直接お聞きし、その度ごとにオンタイムで要望活動（詳細は
公明党埼玉県議団ホームページをご覧下さい）を行いました。

2021 年�1月�6日　◆�新型コロナウイルス感染拡大に対する緊急要望（公明党県議団）
　「新型コロナウイルス感染拡大に対する緊急要望」5項目を大野知事に提出。
　�①宿泊療養施設の受け入れ拡大　②実効性のある営業時間短縮要請�
③県立病院のコロナ患者受け入れ拡大　④透析等の疾患を持つコロナ
患者の入院先確保　⑤保健所業務の負担軽減

1月26日　◆知事に「自宅療養の医療整備を求める要望」を提出
　�　各地で自宅療養の方の容体が急
変する事例があることから、入院
病床、宿泊療養施設の更なる確保
と、自宅療養者に対する健康観察
を充実させ容体急変に素早く対応
できる医療体制等を要望しました。

2月8日　◆�コロナ対応をはじめ現場自治体の声をお聞きしました。①
　収束の見えないコロナ禍の中、国・県への要望をお聞きするため
に、西田参議院議員、各市公明党議員団団長と共に、地元浅井草加
市長、大山八潮市長、木津三郷市長、鈴木松伏町長を訪問し、意見
交換を行いました。
　コロナ関連意外にも、生活弱者支援、多世代交流、介護、子育て支
援、教育環境、災害対策など様 な々テーマについて話し合いました。

2 月 12 日　◆�コロナ対応をはじめ現場自治体の声をお聞きしました。②
　西田参議院議員、守屋公明党
越谷市議団団長と共に、高橋越谷
市長を訪問し、コロナ対策、災害
対策等について意見交換を行いま
した。

2 月 15 日　◆�コロナ対応をはじめ現場自治体の声をお聞きしました。③
　西田参議院議員、橋詰県議、
小野、五十嵐両吉川市議と共に、
中原吉川市長を訪問し、コロナ
関連、市政要望等について意見
交換を行いました

2 月 16 日　◆�「東日本おしぼり協同組合」の皆様と経営再生支援を
求める陳情書を知事に提出

　コロナ禍で、飲食業の皆様の
時短や減収減益の影響を直接受
け、経営難に立ち向かう東日本
おしぼり協同組合の経営再生の
ための要望」を、ご一緒に大野
知事にお届けし、意見交換をさ
せて頂きました。
　知事は、要望内容を真摯に受け止め、具体的な対応策も提案されました。
　組合の方からも、「希望が見えました。」と感謝の声を戴きました。
��叶う事、叶わない事はその機会事にありますが、私達議員の仕事
は、皆様の思いを真剣に受け止め、行動し、時にはベストな結果が
出せなくても、ベターな結果と環境を作る事だと思います。

5 月 18 日　◆�高齢者向けワクチン接種の加速化を求める緊急知事要
望を行いました。

　国の目指す、高齢者向けワクチ
ンを7月末までに終了させる目標を
達成することは、多くの県民の不安
を除き、コロナ対策を新たなステー
ジに導くためにも重要です。
　そこで公明党県議団は大野知事
に、高齢者向けワクチン接種の加速
化を求める緊急要望を行いました。

※県議団実績：パルスオキシメーターの配備について
◎�新型コロナウイルス感染症の重
症化の兆候を簡単につかむこと
ができるのが、パルスオキシメー
ターです。昨年、4月20日に公
明党埼玉県議団は、軽症者の
症状急変を素早く発見するため
療養するホテルなどへの配備を
県に要望。その後、一時宿泊
施設や自宅療養の方にも配備さ
れるようになりました。
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やめようコロナ差別：�新型コロナウイルスを正しく理解して、一人
ひとりが思いやりを持って行動しましょう

　　　　

・�新型コロナウイルス感染症に関する誤解や偏見に基づく差別が起
きています。
・�傷つく人をこれ以上増やさないために、みんなで偏見や差別をな
くしましょう。

�他者への思いやりを持って行動してください
・�誰でも感染する可能性があります。・差別を生ま
ない社会が命を救うことにつながります。
・公的機関による正確な情報をご確認ください。

【県のコロナ関連の各種相談窓口】
「偏見・差別の防止（新型コロナウイルス）サイト内」
【人権の専門相談窓口】法務省�みんなの人権110番電話：0570-003-110
コロナ禍でも頑張る人々へエールをおくる応援団になりましょう
【問合せ】県人権推進課�電話：048-830-2255�ファックス：048-830-4718

❻最近の実績から

１．市内小中学校体育館へのエアコンの設置を実現（前倒し実施も）！
　　�　私の公約の一つであった市

内小中学校体育館へのエアコ
ン設置について、国会議員と
地方議員の公明党のネットワー
ク力を活かし実現。

２．県道の整備推進について①柳島工区②瀬崎工区
　これまで何度も議会質問と要望活動を行い、進めてきました地元
地域の県道整備について図面にてご報告させて頂きます。

①柳島工区

②瀬崎工区

３．「プラチナサポート・ショップ」が始まります�
� （詳細は埼玉県ホームページをご覧ください。）
　　�　平成 30 年 12 月定例議会で「（仮

称）シニア応援ショップの創設を」
と題して一般質問を行いました。

　　�　少し、時間はかかりましたが 5月
から「プラチナサポート・ショッ
プ」（高齢者の皆様の暮らしを支え
るサービスを登録しているお店）の
名称で事業が始まりました。

　　�　登録店は随時募集しております。事
業者の皆様のご協力をお願いします。

▲【県のコロナ関連の各種相談窓口】
「偏見・差別の防止（新型コロナウイルス）サイト内」

令和 3年 4月5日市内小学校の
体育館エアコン設置状況を視察

浅井草加市長と総務省を訪問し体育館エア
コン設置に向けた国の支援を要望しました

埼玉県議会公明党
オンラインニュース配信中！

チャンネル登録
お願いします !



❷議会活動

2021年 1月7日　令和3年1月臨時議会

◆緊急事態宣言を受けての補正予算

2 月 1日　◆�県執行部より新年
度予算要望への中間
報告を受ける�

2 月 12 日　◆大野知事より新年度予算団要望についての対応説明�
　大野埼玉県知事より、公明党県議団の令和 3 年度予算に対する要望
項目について予算化項目の事前報告がありました。

◆令和 3年 2月定例議会は2月19日～ 3月26日まで行われました。
◆ 4月�１日　4月臨時議会：埼玉県税条例等の一部改正、県立病院機構の設立
◆ 4月19日　�臨時議会：さいたま市及び川口市の 2市をまん延防止等

重点措置区域に設定したことに伴う補正予算
◆ 4月27日　�臨時議会：13 市町を4月28日から5月11日まで、ま

ん延防止等重点措置を実施すべき区域に追加に伴う
補正予算

❸その他の活動について

1 月 29 日　◆災害時のドローンの活用について意見交換�
　西田参議院議員と共に、地元草加
市長をはじめ、近隣5市1町の首長と
災害時のドローンの新たな活用と、そ
れに伴う国、県、市の連携のあり方に
ついて意見交換を行いました。

3 月 25 日　◆（公社）埼玉県宅地建物取引業協会役員との懇談
　西田参議院議員と共に、埼玉県
宅建会館を訪問し、（公社）埼玉県
宅地建物取引業協会役員と様々意
見交換を行いました。

4 月 16 日　◆埼玉県議会日台友好議員連盟総会
� � �県議会日台友好議員連盟は、中
国から禁輸措置を受けている台湾産
パイナップルの生産農家を支援する
ため、台湾・屏東県産パイナップル
を購入。

5 月 17 日　　◆�国土交通省都市局と（公社）埼玉県宅地建物取引業
協会埼玉東支部との意見交換

　参議院会館内で、西田参議院議
員、（公社）埼玉県宅地建物取引
業協会埼玉東支部の皆様と共に国
土交通省より「都市計画法、都市
再生特別措置法」の改正に伴う概
要説明を受け、草加、三郷、八潮
地域に関連する意見交換を行いました。
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⃝新型コロナウイルス感染症対策
⃝感染拡大防止対策
⃝新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備
⃝病院などへのサスティナブル（持続可能）な経営の支援

◆危機や災害に強い埼玉の構築
⃝県土強靭化に資する流域治水対策の加速化
⃝災害に備えた医療体制の強化
⃝家畜伝染病の防疫体制の強化

◆県民の暮らしを守る
⃝児童虐待防止対策の強化
⃝DV被害者などへの支援
⃝ケアラー・ヤングケアラーへの支援

⑵　DX※の推進と県経済の回復・成長
　※ �DX（デジタルトランスフォーメーション）
　　　　：デジタル技術を活用して人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること

◆ DXの推進
⃝行政のDXの推進
⃝手続きのオンライン化の推進、納税キャッシュレス化の推進
⃝デジタル化によるビジネスモデルの転換支援

◆埼玉の稼げる力の向上
⃝「渋沢栄一創業プロジェクト」の推進
⃝中小企業の円滑な資金調達などの支援
⃝持続可能な農業の確立

�◆魅力ある埼玉の発信
⃝埼玉 150 周年記念事業
⃝観光の振興
⃝東京 2020オリンピック・パラリンピック

⑶　持続可能で豊かな未来への投資

◆埼玉版SDGs の推進
⃝埼玉版SDGs の推進
⃝Next 川の再生の推進
⃝子ども食堂による子供のEQ（心の知能指数）の向上

◆誰もが活躍できる社会の実現
⃝働き方改革の推進（共生社会プロジェクト）
⃝ �LGBTQなど性の多様性の理解促進とアライの見える化（共生
社会プロジェクト）

⃝子供や若者の国際交流支援（世界のSAITAMAプロジェクト）

�◆未来を見据えた基盤づくり
⃝「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」の推進
⃝「あと数マイルプロジェクト」の推進
⃝県立高校の再編整備、特別支援学校の整備

※埼玉県は県政全体を貫く視点として SDGs を取り入れ、各施策
を推進しています。

�新型コロナウイルス感染症に関する埼玉県の情報

・再拡大防止�緊急事態宣言解除後も感染防止対策

❹現場視察

2021 年 2月 4日　◆利根川付近の治水対策を学ぶ�
　公明党埼玉県議団で、利根川
のカスリーン台風の決壊跡、江
戸を水害から守るために先人の
築いた堤防の中条堤、霞堤の３
箇所を視察しました。
　草加市内にも、中川、綾瀬川
をはじめ一級河川が 8 河川、古
綾瀬川をはじめ準用河川が 4河川あります。今後も、草加市民の命
を守る治水対策、河川環境を守る護岸整備など、公明党草加市議団
と連携を取りながら進めて参ります。

2 月 15 日　◆地元草加市の子ども食堂を視察
　西田参議院議員と浅井草加市
長、佐々木草加市議団団長と共に
草加市内で子供食堂を進めている
団体「こども未来食堂マイカ」の
活動を視察。
　西田参議院議員から、国の予
算で、県と連携し、食材提供を進める具体的な提案があり、大変喜
んで頂きました。浅井市長からも感謝の言葉を頂きました。
　今後も、地域で頑張って頂いている関係団体を応援できる様に、
国、県、市と連携を取りながら公明党のネットワーク力を活かして
取り組んで参ります。

2 月 17 日　◆埼玉県立総合教育センターを訪問視察
　公明党県議団は、行田市にあ
る埼玉県立総合教育センターを
訪問し、教員の皆様の小中学校
ICTの活用研修現場を視察。「埼
玉県立総合教育センター」は、
教職員の指導力等の向上を、は
かる教職員の学びの拠点です。

❺令和3年度埼玉県当初予算について

日本一暮らしやすい埼玉県の実現へ

令和3年度埼玉県一般会計当初予算の概要
（彩の国だよりから一部転載）

当初予算額：2兆1,198億 4,300万円（前年度比8.1％増）

3つの柱

⑴　安心・安全の強化
⑵　DXの推進と県経済の回復・成長
⑶　持続可能で豊かな未来への投資

予算のポイント

・一般会計当初予算としては過去最大となる2兆1,198億 4,300万円を計上
・最重要課題である新型コロナウイルス感染症対策に約1,000億円を計上
・公共事業費（前年度2月補正（国経済対策分）を含む）に約1,400億円を計上
・行政や企業などにおける�DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進
・持続可能な発展・成長を実現するため�「埼玉版 SDGs」�を推進

⑴　安心・安全　の強化

・新型コロナウイルス感染症や激甚化する自然災害の増加など
・�危機や災害に強い埼玉の構築が必要。感染拡大防止と医療提供体
制の強化

トコトン徹底

⑴マスク・手洗い⑵三密回避⑶マスク飲食・黙食・
個食・静美食⑷テレワーク

�

�【問合せ】県緊急事態措置相談センター�電話：048-830-8141

埼玉県�LINEコロナお知らせシステム

�

　訪れた施設などに陽性者がいたことが分かった場合、保健所など
に相談をお願いするメッセージを配信します。感染症拡大防止につ
なげるため、登録をお願いします。

利用方法
⑴�県ホームページから「埼玉県新型コロナ対
策パーソナルサポート」を友だち登録

⑵読み取り完了のメッセージが届いたら完了

�【問合せ】県感染症対策課�電話：048-830-7502

新型コロナウイルスワクチン接種について

【問合せ】県新型コロナウイルスワクチンチーム�電話：048-830-3557�

接種時期について
★�接種は医療従事者、高齢者、基礎疾患がある方の順に接種を進めます。

接種回数について（2回の接種が必要です。）
　ファイザー社のワクチンは、1回目の接種から 3週間後に 2回目
の接種を受けます。
　3週間間隔で 2回接種し、2回目の接種から 7日目以降における
ワクチンの有効性（発症予防効果）は約 95.0% とされています。

★ワクチン接種後、心配な症状があったら
　ファイザー社のワクチンは筋肉内注射のため、痛みや腫れなどの
軽い副反応は頻繁に現れますが、通常数日以内に治ります。万が一、
心配な症状が現れた場合は、県が設置する 24 時間対応の専門相談
窓口にご相談ください。

埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口

24 時間　土日・祝も対応　電話：0570-033-226
★�聴覚障害がある方はFAXでご相談ください。ファックス：048-830-4808
　�　接種券や接種会場などについてはお住まいの市町村担当課へお
問い合わせください。
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▲詳細は新型コロナウイルス感染症総合サイト
（県ホームページ）をご覧ください

▲埼玉県�LINEコロナお知らせシステム

▲新型コロナウイルスワクチン接種について

▲埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口


