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  大野 元裕 様                                                社民党埼玉県連合 

                                 代 表 武井 誠 

 

「2020 年度県政要望」について 

 

 大野元裕新知事の誕生に祝意を表するとともに、県民福祉向上へのご努力、とりわけ

知事就任早々に発生した「豚コレラ」「台風 19 号被害」への的確な判断と迅速な対応に

敬意を表します。 

  10 月 12 日夜から 13 日未明にかけて台風 19 号が関東地方を縦断、埼玉県をはじめ多

くの自治体に甚大な被害を与えました。速やかな被災者の救援、生活再建の保障、河川

堤防の復旧などが求められています。 

 加えて 9 月 9 日に襲来した台風 15 号も、千葉県を中心に甚大な被害を与えましたが、

県や国の危機管理、初期対応について大きな問題があったのではないかと指摘されてい

ます。防災安全のための自治体の役割、任務について、この機会に総点検し直すことが

必要と考えるものです。 

 また厳しい経済状況で生活せざるを得ない方々の生の声が私たちのもとに届いていま

す。格差の拡大、貧困層の増大が懸念されるなかで 10 月 1 日から消費税率が 10％に引

き上げられました。県民生活に与える影響が心配されています。様々な分野に配慮した

横断的、総合的な政策が求められています。国の施策を待つだけではなく、先進的な県

政の取組みを期待し、以下 79 項目の要望をいたします。 

 

Ⅰ、埼玉から「平和・脱原発」の発信を 

 

１、米軍の欠陥機オスプレイにかかわる動きが本県を含め首都圏で目立っています。東 

京・横田基地への CV22 の正式配備や自衛隊木更津基地への暫定配備のほか昨年 7 月 

には米軍所沢通信基地に離着陸しました。米軍と自衛隊の共同訓練や基地の共同使用 

の強化が打ち出されており、事故率の上昇が顕著なオスプレイによる事故の不安が拡 

大しています。 

  私たちの要望に県はこの間、「安全保障に関することは国の専管事項」と回答して 

いますが、米軍機による部品落下や墜落事故で被害を受け、恐怖にさらされるのは地 

域住民であり、自治体の最大の責務は地域住民の生命や財産を守り、恐怖を除去する 

ことであるはずです。周知のとおり全国知事会は上田清司前知事が会長時代の昨年 7 

月、「日米地位協定の抜本的見直し」を含む「米軍基地負担に関する提言」をとりま 

とめ、政府に申し入れております。「提言」の趣旨は私たちの要望と同様であると受 



け止め、評価するものです。 

  その観点からオスプレイの配備や飛行訓練に反対するとともに、政府・防衛省に対 

し求め、関係自治体に飛行や訓練に関する正確な情報提供を行うこと。 

２、安全保障関連法（戦争法）の成立（15 年 9 月）と施行（16 年 3 月）を受けて、その 

具体化といえる動きが県内で進んでいます。陸上自衛隊朝霞駐屯地では昨年 3 月に陸 

上総隊司令部が新設されました。陸上総隊司令部は戦争司令部ともいうべき組織です。 

また航空自衛隊入間基地にかかわっては大型輸送機 C2の 20年以降の配備や自衛隊病 

院を新設する計画があります。有事に際してはいずれの基地も攻撃目標となる可能性 

があり、市民生活への重大な影響が懸念されます。さらに米軍所沢通信基地では横田 

基地での工事によって発生する土砂の搬入が行われていますが、地域住民からは土壌 

汚染を懸念する声があがっています。 

  こうした動きの詳細について関係機関から把握し、関係自治体に情報を伝えるとと 

もに、地方自治と現憲法の平和主義を守る立場から対応すること。 

３、朝鮮半島をめぐる情勢は、南北間と米朝間は緊張から平和へと劇的に変化する一方 

で日韓間は「戦後最悪」といわれるほど悪化しました。事態の推移は武力で平和は生 

まれないこと、対話と外交努力こそが紛争解決の鍵であることを改めて教えています。 

  唯一の戦争被爆国としてリーダーシップを発揮し、北東アジア全体の非核化を強く 

政府に求めていくこと。 

４、憲法がうたう「表現の自由」「集会の自由」は民主主義社会の根幹であり、自治体 

はそれを保障する役割があります。しかし、さいたま市の公民館報に「政治的」だと 

して俳句が掲載されなかった問題をめぐって、最高裁は「思想や信条を理由にした不 

公正な取り扱い」として市に賠償を命じ、市は謝罪しました。 

  県は今後も憲法の「表現の自由」「集会の自由」を保障する見地から対応すること。 

５、戦後 74 年を経過して戦争の悲惨さと平和の尊さを発信することは自治体の重要な責 

務です。特に県平和資料館に期待される役割は大きいといえます。県は昨年、「戦争 

のありのままの姿を公正・中立の立場から展示してまいります」と回答しましたが、 

 ４項の裁判にみられるように、行政の「公正・中立」の内実こそ問われています。 

  企画や運営にあたっては広く県民の意見を取り入れながら、被害と加害の事実をあ 

りのままに伝え、あらゆる国との友好的関係に資すること。 

６、福島第一原発事故から 8年8カ月が経過しましたが、県内への避難者はいまだに 3,291 

人を数えています（19 年 8 月 1 日現在、埼玉県調べ）。古里に帰りたくても放射線量 

や生活上の不安などから帰ることができないのです。ところが国は 17 年 3 月にはこれ 

らの人々への住宅支援を打ち切るなど、半ば強制的な帰還政策を進めています。一部 

の自治体では援助が継続されましたが、避難の継続を希望する避難者が安心して将来 

にわたっても埼玉で暮らし続けられるように避難者に寄り添う支援を求めるもので

す。 



  原発事故避難者への住宅支援を継続すること。合わせて避難者の実態を早急に調査 

し、きめ細かな支援を行うこと。 

７、空間放射能測定や給食食材及びプールの放射能測定などにかかわる費用の自治体負 

担をなくすために東京電力へ賠償を求めること。また除染土の再利用については慎重 

に取り扱うこと。 

８、太陽光や小水力発電など県の環境に適した自然エネルギーの有効活用に向けた施策 

をいっそう強化すること。なお大規模太陽光発電の環境への影響について対策を講じ 

ること。ソーラーパネル廃棄時のリサイクルの手法について研究、対策を進めること。 

９、企業や工場の誘致は地域経済の発展や活性化につながる場合が多いといえます。し 

かし、なかには軍需生産、あるいは環境の破壊につながるのではないかと疑念が生じ 

るケースも散見されます。 

  企業や工場の誘致にあたっては、その内容を十分に精査し、住民の理解を得られる 

ものに絞ること。 

 

                   Ⅱ、県民の生活を守るために 

 

１、台風 19 号は埼玉県内に甚大な被害を及ぼしました。今後も同様な事態も想定される 

ことから以下の点について早急に対応すること。 

 ①被害を受けたすべての人に対し財政的援助、技術的援助などを強化すること。 

 ②被害状況をふまえた今後の河川改修など対策を再検討すること。 

 ③ハザードマップの有効性が確認されているので、地震や風水害に分かれているマッ 

  プを市町村と連携し、県民に周知させる施策を進めること。 

 ④避難所として使用される小中学校の体育館にエアコンを設置するための自治体への 

 支援を行うこと。 

２、TPP11 及び FTA から県民の暮らしを守るため、国の対応を注視し、県民への十分な 

情報開示と明確な説明に努めること。国内の農業やサービス事業に与える影響を十分 

に配慮し、県内の状況をふまえ国への要請を早急に行い、万全の対策を講じること。 

３、日本学生支援機構の奨学金の大半は貸与型奨学金ですが、貸与型でも有利子の第二 

種奨学金の割合が高くなっており、卒業後に数百万円の借金を背負って社会に出てい 

くことになります。結果として奨学金が返還できずに生活苦に陥る若者が年々増加し 

ており、大きな社会問題となっています。2018 年度から始まった国の給付型奨学金制 

度は一歩前進といえますが、まだまだ実態に即したものになっていません。 

  県として国及び関係機関にさらなる給付型奨学金制度の拡充を求めること。また、 

県独自の給付型奨学金制度を創設すること。 

４、県独自の公立小中学校、少人数学級（35 人学級）の継続と他学年への拡充をするこ 

と。 



５、憲法に則り、義務教育の無償化を推進すること。当面、県内でも先進自治体が実施 

している学校給食費の無償化を推進すること。そのために市町村に対して助成措置を 

講じること。 

６、国の学力テストと県の学力テストが年度初めに立て続けに実施されていることから、 

子どもたちや教職員に大きな負担を与えています。県の学力テストには毎年多額の予 

算が組まれています。 

  子どもや教職員への負担を考慮し、テストの実施方法などについて改善をすること。 

また結果の公表が学校現場に得点アップの競争を強いており、子ども一人ひとりの伸 

びを見るという実施の趣旨をふまえて結果の公表は行わないこと。 

７、萩生田文科相は 11 月 1 日、「2020 年度の大学入試共通テストへの英語民間試験導

入を 2024 年度に延期する」と発表しました。問題の根本は営利を目的とする民間企業

の参入にあります。 

  県内受験生の不安を解消し、公平・公正な入試を実施するため、大学入試制度を抜 

本的に見直し、民間企業の参入を中止するよう国に働きかけること。 

８、神戸市立南須磨小学校で、あってはならない教職員間における「いじめ」傷害事件 

が発生しました。 

  今回の事件を「他山の石」として深刻に受け止め、県教育委員会と協力し、教職員 

への人権教育、研修の充実を図ること。 

９、子どもの医療費補助は、県内の自治体のほとんどが中学校卒業までとなっています。 

よって県の医療費補助対象年齢を引き上げ、中学校卒業までにすることにより、県内 

の自治体の子ども医療費制度がさらに進むようにすること。 

10、準学校法人埼玉朝鮮学園に対する運営費補助金について、他の外国人学校との差別 

的取り扱いをやめて、補助金支給を早急に行うこと。埼玉県による在日朝鮮人児童・ 

生徒への差別をなくし、早急に補助金支給凍結を解除すること。 

11、2020 年 4 月から会計年度任用職員制度が実施されることになり、県も条例を制定し 

ました。この制度は地方公務員法に照らしてもあいまいで、非常に劣悪な環境に置か 

れた臨時・非常勤職員の処遇改善のために、これまでの正規職員との均等待遇（同一 

労働・同一賃金）を目指してつくられた制度です。しかし、県が制定した条例は必ず 

しも法の趣旨に合致せず、低賃金を是認するものとなっています。 

  条例は一度制定すれば良いというものではなく、毎年の人事委員会勧告などに合わ 

せて改訂する機会もあります。正規職員との均等待遇を実現するまで条例を改訂して 

いくこと。 

  なお会計年度任用職員は今や県政に不可欠な職員であり、経験値は重要であること 

から、年度雇用にこだわらず、継続雇用を要望するものです。加えて市町村課が各自 

治体から相談を受けた際には会計年度任用職員制度の趣旨に沿った回答をすること。 

12、最低賃金の 7.2％しか上回っていない県の臨時職員日額は、常勤職員との比較にお 



いて均等を考慮したものではないことから厳正に対処すること。また最低賃金につい 

ては、国に対し時給 1,500 円を目指すよう申し入れること。 

13、行政の経済活動である公共事業や委託事業については透明性はもちろんのこと、経 

済合理性や民間事業者に対する指導的立場も同時に求められています。公共工事を請 

け負う土木・建築業界は下請けなどの多重構造が原因で、これに携わる労働者の賃金 

が限りなく低下していく構造をもっています。近年、労働者不足により若干の改善が 

されていますが、下請け・孫請け労働者にはその恩恵が行き届いていません。また大 

手企業によるデータ改ざんなどは公共事業に大きな影響が出ています。委託事業でも 

価格競争が労働者賃金の確保を困難にしている事例が多く見られます。 

  公契約条例と公共サービス基本条例は、単に労働者の賃金を保障するだけではなく、 

公共サービスの品質保証にも資するものであることから制定すること。 

14、埼玉県の外国人労働者数は全国 4 位（18 年 10 月末、総務省調べ）で、国は都道府 

県単位での「地域協議会」などの立ち上げ、外国人共生センター（仮称）の設置を 6 

月 18 日の関係閣僚会議で決定しました。 

  そうした動きをふまえ、①人間らしい暮らしのできる賃金を保障するよう関係機関 

を指導すること、②子どもの学習権を保障すること、③地域住民との共生を進めるこ 

と――に留意すること。 

15、県や県教育委員会の障がい者雇用率達成に関して、昨年「法を順守してその達成に 

努力する」との回答がありました。 

  その後どのような努力がされ、結果として雇用率がどうなっているか、また今後ど 

のような努力をされるか明らかにすること。 

16、重度心身障がい者は長期にわたり継続的な治療を続けながら生活し、一生継続する 

場合も考えられます。重度心身障がい者医療助成制度が経済的な支えとなっているこ 

とは明らかです。例えば人口血液透析治療中の方は自己負担上限額の 4 万円は大きな 

支えとなっています。この制度の所得制限の導入は、医療機関の受診をためらうなど 

健康を損ねることが懸念されます。 

  したがってすべての重度心身障がい者が適切な医療を受けられるよう、重度心身障 

がい者医療助成制度の所得制限を撤回し、重度心身障がい者医療費支給事業補助金の 

対象者の拡大と精神障がい者保険福祉手帳 2 級の所持者もその対象に加えること。 

17、埼玉県の人口 10 万人対常勤換算医師数は相変わらず全国最下位です。 

  県民の命と健康を守るために、病床数拡充と医師確保のための有効な対策をとるこ 

と。医師不足に対処するため地域医学生に対する奨学金制度をさらに拡充すること。 

18、国の定めた働き方改革に関して医師は例外とされ、勤務医に関しては過労死基準を 

  超えています。 

  県内医師の働き方改革を進めること。また県立病院をはじめとして、その実態を把 

握して明らかにするとともに、他の医療機関についても厳しく指導すること。 



19、本年 10 月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。いちばん需要の多い 0～2 

歳児を非課税世帯にとどめたことで、不公平感が強まっています。また外国人を対象 

とした施設や幼稚園などの類似施設も対象から外されています。 

  子どもの育ちや教育の観点からすべての子どもが対象となるよう国に働きかけるこ 

と。 

  また認可外施設も 5 年間の期限付きで無償化対象になっていますが、これらの施設 

は保育士の配置基準、面積基準を満たしていないところも多く、保育事故の危険性が 

危惧されます。 

  県は各市町村と緊密に連携し、指導を強化するとともに、認可施設への移行を後押 

しする施策を進めること。 

20、2018 年度から始まった国民健康保険制度の県単位化について、引き続き被保険者保 

険料と市町村の負担増とならないよう万全の策を講じること。 

21、すべての県立高校に防災倉庫と防災用品を備えること。また防災ガイドマップの徹 

底を図ること。 

22、すべての県民の人権が尊重される安心・安全な埼玉県にするため、人種や障がい及 

び LGBT など性的少数者への差別を禁じ、ヘイトスピーチなどの表現活動への規制や 

ヘイトクライムなどを許さない差別禁止条例を早急に作ること。条例には差別の申し 

立てや対処のシステムを盛り込み、実効あるものにすること。 

23、LGBT に関連して茨城県は同性カップルも夫婦同様のパートナーとして認める「い 

ばらきパートナーシップ宣誓制度」を 7 月 1 日から始めました。この制度は茨城県内 

に住む（または転入を予定している）20 歳以上の同性カップルが互いをパートナーと 

して届け出ると、県が宣誓受領書（証明書）を交付するというもので、県営住宅への 

家族としての入居申請や県立中央病院で親族同様の扱いを受けることなどが可能にな 

ります。さらに市町村営住宅や民間病院でも同等のサービスが受けられるよう市町村 

や民間にも協力を求めるとしています。 

  埼玉県でも茨城県と同様の制度を開始すること。 

24、食品表示法の改正により来年 4 月 1 日から栄養成分表示が義務化されます。栄養成 

分の分析には 1 品につき 1 万円ほどかかり、表示するラベル作成機は 5 万円前後とい 

われます。 

  関係者の負担を軽減するために財政的な補助を検討すること。 

25、簡易個室を有する無料低額宿泊所の規制を強化し、早急に簡易個室を廃止させるこ 

と。 

26、児童相談所、一時保護所、児童養護施設など、きめ細かい支援が可能となるよう職 

員を増やすこと。 

27、“脱プラスチック”を促進するために県有施設ではプラスチック製品を原則不使用

とすること。 



Ⅲ、地域からの要望 

 

【さいたま市岩槻区】 

１、日ごろから道路冠水、床上・床下浸水の原因となっている古隅田川（岩槻区と春日 

部市）の改修を早期に終えること。 

２、道路冠水、床上・床下浸水の被害を軽減させるため、岩槻区内にある上院調節池を 

早期に完成させること。 

３、小溝用水からの越水による床上・床下浸水被害（台風 19 号では床上 3 棟、床下 18 

棟）をなくすため、さいたま市と共同して用水路の側壁かさ上げ工事を早期に行うこ 

と。 

４、安全や防犯上から旧民族文化センターを早期に解体し、敷地を児童相談所や一時保 

護所、子育て支援施設などに活用すること。 

５、定員割れ対策として、岩槻北陵高校で人材不足が深刻な保育・介護分野の人材育成 

を行うために保育科や福祉科の設置に向けて研究すること。 

６、地下鉄 7 号線の着工に向け、さいたま市や蓮田市と沿線開発を進め、速達性向上に 

向けて川口市や埼玉高速鉄道と協議を進めること。 

【桶川市】 

７、江川流域の浸水対策として桶川西中学校西側に予定の調整池や江川の拡幅工事、荒 

川合流地点への常設ポンプ場の設置などの早期完成、設置を進めること。 

８、江川の増水で県道 12 号線（川越栗橋線）の新滝の宮橋付近が冠水し、通行止めが頻 

繁にあることから同橋の延伸工事を進めること。 

９、県道 57 号線（さいたま鴻巣線）と桶川市道 20 号線、同 73 号線が交差する地点の県 

道に右折帯を設置すること。 

【鴻巣市】 

10、県道 66 号線と県道 365 号線が交差する榛名陸橋北交差点の県道 365 号線側に右折帯 

を設置すること。 

【川越市】                                                     

11、JR 川越線の複線化による輸送力増強並びに乗客の利便性向上を JR 東日本に働きか 

 けること。 

12、JR 川越線の荒川鉄橋は洪水対策上障害となることが考えられるので、早期に架け替 

えが実現するよう国、JR 東日本に働きかけること。 

13、川越市内寺尾、下小坂、平塚新田における台風 19 号による浸水被害者への支援を速 

やかに進めるとともに、排水機場の整備、増強など新河岸川、大谷川、越辺川流域の 

洪水氾濫、内水浸水被害防止対策に積極的に取組むこと。 

14、川越市内の道路の交差点などの横断歩道や停止線で表示が消えかけているものは交 

通安全の観点から早期に改善すること。 



15、中核市が独自の児童相談所や保護施設を設置する際の支援を積極的に行うこと。 

【富士見市】 

16、県道ふじみ野朝霞線交差点（鶴瀬駅前）を改良し、全方向に右折信号機を設置する 

こと。 

17、県道ふじみ野朝霞線交差点（鶴瀬）に歩行者用信号機を全方向に設置すること。 

18、県道ふじみ野朝霞線交差点（鶴瀬小学校前）を歩車分離式信号機化すること。 

19、県道三芳富士見線交差点（富士見市役所前）をスクランブル化するか、地下道を設

けること。 

20、県道三芳富士見線の東上線部分を立体化すること。 

【朝霞市】 

21、朝霞市の中心部に残っている米軍キャンプ朝霞跡地（国有地 19.1 ㌶）で検出された 

ダイオキシン類、飛散性アスベスト、鉛などの有害物質の除去並びに地下構造物の撤 

去は、国の責任で行うよう国に働きかけるとともに、有害物質の処理が適切に実施さ 

れるよう管理すること。 

22、米軍キャンプ朝霞跡地の地元利用、整備にあたっては朝霞市と連携をとり、財政援 

助などの支援をすること。 

23、米軍キャンプ朝霞跡地内への元国家公務員宿舎予定地 3 ㌶（朝霞の森）は国と朝霞 

市で管理委託契約が結ばれ、昨年 8 月に契約が更新され、引き続き来年 8 月までの暫 

定利用が可能となりました。多くの県民の利用する広場として活用されています。 

  今後も暫定利用期間の延長が図られるよう国に働きかけ、長期間安心して県民の利 

用が図れるよう努めること。 

24、朝霞基地跡地の公園用地地元利用にあたっては国有財産法第 22 条に基づき、朝霞市 

に無償貸与するよう国に働きかけること。 

【坂戸市】 

25、越辺川堤防の修復と強靭化を最優先で行うこと。 

26、高麗川、越辺川、葛川などの洪水対策について広域的な調査結果の分析に基づいて 

協議し、早急に改善すること。 

27、葛川流域の浸水被害軽減のためポンプ場を設置すること。 

28、坂戸西スマート IC 地先の大型物流施設「DPL 坂戸」の営業開始に伴う県道の交通 

安全、交通渋滞対策を万全に行うこと。 

29、主要地方道川越坂戸毛呂山線の坂戸西 IC 下り入口交差点と入西花みず木 4 丁目 16 

コモディイイダにっさい店地先交差点に右折用矢印式信号機を設置すること。 

30、通学路の安全対策をめぐる学校、地域からの要望に誠意をもって対応すること。 

【毛呂山町】 

31、旧毛呂山高校の跡地利用（利活用）を関係自治体と連携し、安全・安心確保のため 

迅速に推進すること。 



32、毛呂山町西大久保地内（毛呂山町西大久保 733）の変形 5 差路交差点の県道改良工 

事及び信号機設置を当該自治体と連携し、推進すること。 

33、毛呂山町西大久保地内（毛呂山町西大久保 1,004-2）の葛川放水路による住宅浸水対 

策など、継続して取組むこと。 

34、台風 19 号による越辺川の越水個所（苦林地区、岡本団地）などの調査、聞き取りを 

通して具体的な対策を実施すること。 

【久喜市】 

35、県道杉戸久喜線（JR 宇都宮線西側）の都市計画道路完成に向けて、とりわけ JR 宇 

都宮線のオーバーブリッジから県道上尾久喜線の工事を早期に着手すること。 

36、県道杉戸久喜線のさいたま栗橋線～市役所通り交差点にかけてガス管敷設変え工事 

が長期にわたって行われています。仮設アスファルトは騒音が大きく、住民から数多 

くの要望が寄せられています。 

  本舗装工事を早急に実施すること。また工事スケジュールを明らかにすること。 

37、県道杉戸久喜線の県立久喜高校東側の横断歩道に手押し式信号機の設置を求める要 

望に「高い必要性が認められない」との回答がありましたが、横断歩道利用者からは 

2015年 4月 1日に 876人の署名をもって設置を求める要望書が久喜市に提出されてい 

ます。 

  住民から強い要望が寄せられていることを十分考慮し、再考すること。 

38、東鷲宮地区の道路及び住宅への冠水対策として中川一級河川の整備を進めること。 

39、菖蒲地区に完成したバスターミナルの利便性を高めるため、羽田空港への高速バス 

乗り入れの実現に向け、働きかけること。 

40、県道川越栗橋線の東北自動車道のオーバーブリッジから国道 122 号線の間は慢性的 

な渋滞が発生しています。 

  市道 9 号線交差点を改良し、右折専用レーンを設けること。 

41、台風 19 号で久喜市内にある県立高校 5 校は避難所として開設されませんでした。利 

根川と渡良瀬川の合流地点である栗橋地区は高い建物が少なく、住民数から見て避難 

所が不足しています。 

  県立高校を避難所として開設すること。 

【幸手市】                                  、

42、県立権現堂公園について 

① 4 号公園は市民の緊急避難場所であり、自然災害などによる停電、断水時の園内照 

明、トイレや飲料水対策を講じること。 

 ②駐車場から堤までの車椅子通路を整備すること。 

 ③行幸湖のアオコ対策を進めること。 

43、幸手市中 5 丁目の大中落、中落から流入する倉松川の河道を整備すること。   

                                        



                                       

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                       


