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〈ご 挨 拶〉
平成30年６月定例県議会が７月6日に終
了しました。今回の県議会では、補正予算議
案はなく、彩の国功労賞の贈呈について議会
に諮る初めての議案が提案され、承認されま
した。私は、本議会で一般質問をする機会を
得ましたので、本号でその内容を紹介させて
いただきます。
私は、本年度は2期目仕上げの年として、
政策づくりと地域が輝く県づくりに一層努
力を傾注してまいります。皆様のご意見、要
望をお寄せください。

１

県立高校の改革について

(1) 県立高校の再編整備について
(2) 県立高校の通学区域制の復活について
２

八高線にＳＬを走らせよう
～沿線地域の観光エリア指定について～

３

少子化対策について

(1) 県民の希望を実現するために
(2) 効果的な住宅補助について
４

所有者不明の土地問題について

５

県の「内部統制」の取組について

６

旧毛呂山高校跡地の活用について

７

新川越越生線の整備について

８

観光地へのアクセス道路の安全対策に

１

県立高校の改革について

(1)県立高校の再編整備について
【武内】単に入学志願倍率が低いこと
などを減らすだけでなく、場所的なバラン
スを考量するとともに、地域政策の観点か
ら知事部局の意見を取り入れて検討する必
要があると思うが、教育局の考えは。
【教育長】高校の現状や地域バランスにも十
分配慮して検討していきたい。また、広域的
な地域振興を担当する知事部局とも意見交
換を行った上で、平成31年度をめどに県民
コメントを実施し「実施方針」を策定したい。

２

ついて
＊すべての質問・答弁の内容は、県議会ホーム
ページ「平成30年6月定例会」→「一般質問
質疑質問 答弁全文」をご覧ください。

３

県立高校の再編整備をはじめ、八高線の観光エリ
ア指定などの地元課題や少子化対策など幅広い分野
の質問を行いました。毛呂山町、鳩山町、越生町か
ら多くの傍聴者が参加しました。

少子化対策について

八高線にSLを走らせよう

【武内】八高線沿線を本県の新たな観
光エリアに県が指定し、様々な支援
をすることについて県の考えは。
【産業労働部長】八高線沿線は、自然や観光資
源に恵まれており、特に平成31 年3月に
ムーミンのテーマパーク「メッツァ」がオー
プンし、千載一遇のチャンスである。13の
沿線自治体をまとめるためには県の役割が
重要。まずは沿線自治体との意見交換の場
を設け、機運を盛り上げたい。そのうえで、
課題の把握と必要な支援を検討したい。

(1)県民の希望を実現するために
【武内】子育て支援事業が、どの程度少
却の方向で検討していると伺っているが、
子化の歯止めに効果があると把握している
観光地へのアクセス道路の安全
その方針と今後のスケジュールは。
のか。また、子育て支援中心から結婚、出産
対策について
【教育長】県では、町の利活用が見込めない未 【武内】県立黒山自然公園内の黒山三滝入り口
の支援に政策の力点を移すべきでは。
利用財産として、地元と調整して売却条件
【福祉部長】今年度は日本社会事業大学などと
手前の県道が、車のすれ違いのできない危険
連携して、人口動態や就業、住宅などの社会
の検討を進め、条件が整った段階で売却を
個所がある。県の考えと今後の見通しは。
行う。できる限り早期に地元の理解を得ら 【県土整備部長】安全で円滑な交通を確保する
環境要因が出生動向に及ぼす影響や、これま
れるよう努力したい。
での少子化対策の効果を分析したい。また、
ため、未改良区間の整備が必要である。まず
出産支援として、平成29年度から「ウェルカ
は、どのような線形の整備ができるのか検討
ムベイビープロジェクト」を立ち上げ、総合
し、町と共に事業実施に向けた調整を進める。
的な支援を進めている。結婚支援について
は、平成30年度に出会いサポートセンター
事業を立ち上げる。

８

６

旧毛呂山高校跡地の活用につ
いて

【武内】すでに廃止されてから10年以上が経
過している旧毛呂山高校跡地については、売
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第７期高齢者支援計画に対す ●彩の国功労賞の贈呈
平成30年２月定例県議会にお
る決議

●旅館業法施行条例の一部改正
東 京 オ リ ン ピ ッ ク・パ ラ リ ン
ピックに向けて訪日外国人の宿泊
しやすい環境をつくるとともに、
旅館業法など国の法令が今日の多
様な宿泊要求にそぐわなくなった
ことから、国が法律を改正しまし
た。それに従い、県の条例も今回
改正しました。具体的には、例え
ば、清掃の頻度を「毎日」として
いたものを「定期的に清掃」と変
更するなどの規制緩和や、対面を
原則とする玄関帳場の基準をなく
し、ＩＣＴ等による代替を可とす
るなど新たな基準を設けました。

本計画については、さきの予算特
別委員会で付帯決議を付し、予算を
凍結していましたが、今議会におい
て執行部から検討結果の報告を受
け、条件を付して予算の執行を認め
る決議をしました。その条件は、①
新設事業者から介護職員の採用計画
の提出を求めること、②ユニット型
施設と従来型施設に差異を設けない
こと、③老人福祉圏域ごとの地域偏
在が生じないようにすること、の３
点です。

●県税条例等の一部改正条例ほか
県たばこ税の税額が段階的に上がります。
【現在】1,000本あたりの税額：860円
【改正】
平成30年10月1日～

930円 ＋70円

平成32年10月1日～

1,000円 ＋70円

平成33年10月1日～

1,070円 ＋70円

■議会運営委員会
●国立京都国際会館
日本初の国際会議場として昭
和41年にオープンし、これまで
地球温暖化止京都会議（ＣＯＰ
３）など数々の国際会議が行われ
ています。埼玉県においても、国
際的な会議や企業イベントなど
の誘致が課題になっています。
（5月10日）

●京都トレーニングセンター
中高生を中心としたジュニア・
アスリートの育成拠点とするこ
とを目的に、平成28年に整備し
ました。ウエイトトレーニング
ルームをはじめ、動作分析室のよ
うな科学トレーニングの機能も
備えています。
（5月10日）

いて議員提案により成立した条
例が初めて適用され、県の表彰
の贈呈案件が、議会に議案とし
て提出されました。今回は、東
京マラソン2018において男子
マラソンの日本記録を16年ぶり
に更新した設楽悠太（したら ゆ
うた）さんと、平昌2018パラリ
ンピック冬季競技大会におい
て、全5 種目でメダルを獲得し
た村岡桃佳（むらおか ももか）さ
んの２人に、彩の国功労賞を贈
呈することが決まりました。

★条例策定に向けた自民党検討チーム
●青少年の自画撮りなどを規制する「青少年健全育成条
例」の改正案は、検察の審査に時間を要したため、今
議会では提案しませんでした。9月定例議会に提案で
きるよう準備を進めます。
●現在、「特殊詐欺の撲滅」の条例策定に向けて、自民
党内で検討中です。また、「喫煙対策」の条例策定に
向けた検討チームを立ち上げました。いずれの検討
チームにも、武内県議はメンバーに加わっています。

■ワールドカップラグ
ビー推進議員連盟
●熊谷ラグビー場
いよいよ日本でのワールド
カップラグビー大会の開催が来
年9月、10月に迫り、国内12会
場の一つである熊谷ラグビー場
の改修工場が急ピッチで進めら
れています。今年の8月にはスタ
ンドが完成し、設備関係の整備も
含め平成31年3月までに完成し
ます。
（5月14日）

●内之浦宇宙空間観測所
宇宙航空研究開発機構
（JAXA）が昭和37年に設置し
た観測所で、科学観測用衛星の打
ち上げと追跡・管制を行っていま
す。
「宇宙科学資料館」では、地元
と連携して特別公開イベントを
行い、地域の活性化にも寄与して
います。
視察当日は、雨と霧により、ロ
ケット発射台など外での視察は
行えませんでした。

●くらしワンストップ
MORO HAPPINESS
館（毛呂山町）
埼玉医科大学がＪＲ毛呂駅
前にオープン した医療・健康
支援施設であり、診療から医
療・介 護 な ど の 相 談、健 康 づ
くりなどの機 能を備え、地域
包括ケアセンターとして全国
のモデルになる施設です。

●(有)佐藤酒造(越生町)
「越 生 梅 林」の ブ ラ ンド 名
を有する越生町唯一の酒蔵で
す。跡継ぎの女性 杜氏まり子
さんが、若い感覚 を生かして
新しい酒造りに挑戦中です。

■企画財政委員会
（6月4日～6日 鹿児島県）
●鹿児島市維新ふるさと館
明治維新における鹿児島の歴
史などの資料を展示する歴史観
光施設として、平成6年にオープ
ンしました。今年度は、ＮＨＫ大
河ドラマ「西郷どん」の放送の影
響により入場客数が増加してい
るとのことです。

●高崎市長訪問
高崎から水上まで走っている
ＪＲのＳＬを八高線に乗り入れ
ることについて、高崎市長に協
力を依頼しました。
（4月26日）

●東武鉄道「ＳＬ大樹」及び
日光市観光協会視察
東武鉄道が鬼怒川温泉駅から
下今市まで運行しているＳＬプ
ロジェクト及び日光市観光協会
の沿線地域の活性化の取組を視
察しました。
（7月16日）

