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ら・ぽ〜と（Rapport）とは「信頼・調和・話し合う」という意味です。

埼玉県議会議員 北第５区
熊谷市

vol.6

令和３年度一般会計新型コロナ
感 染 症
対 策 等 に
大 型 補 正

皆さま、お元気でお過ごしでしょうか。
１年半余りのコロナ禍にあり、熊谷市民の魂を
揺さぶる「うちわ祭」をはじめ、地域の夏の行事
も中止せざるを得ない環境が続いております。
まさか２夏連続で新型コロナウイルス感染症
と闘うことになるとは予想しませんでしたが、
勇気と知恵を出して頑張りましょう。
明けない夜はありません。
　
「熊谷と県北が元気であり続けるために」

県庁機能の一部を熊谷に分散（移転）して、持
続可能な地域の基盤づくりを進める必要があ
ります。このたびの５か年計画では、埼玉県を
大きく３つのゾーンに区分しています。
熊谷は、県の総人口の１割弱が居住する「県北
ゾーン（都心からおおむね６０km以遠）」。
最も高齢化が進んでいます。１５歳～３４歳ま
での若年層が転出超過です。
県北ゾーンはこんな実状です。
行政の強力な施策なくして、私たちの未来は
描けません。

皆さんのご意見をお寄せください。

埼玉県は今年11月14日で
誕生150周年を迎えます

       夢あふれ ワクワクする 地域を育む

こんな時だからこそ 夢をもち 
豊かな熊谷の未来を
実現しましょう

補正予算を可決！

121億  498万6,000円

〜日本一暮らしやすい埼玉へ〜

令和４年度
　　
８年度までの
５か年計画

地元
要望 

現在の５か年計画が令和３年度で終了することを受け、
大野知事就任後、初めての総合計画です。
埼玉県は、今後５年間で大きな転換点を迎えます。

実現しました！
進んでいます！

6月定例会補正予算

歩道にも雑草が茂り
自転車通学のあいうえ

令和３年６月定例会・7月臨時会

2兆3,878億7,062万2,000円

488億8,112万1,000円
6月定例会補正予算（追加）

683億6,781万5,000円
7月臨時会

◆ 外出自粛等による影響を受けている
　 事業者への支援

補正後
累計額

◆ 高齢者・障害者入所施設及び通所施設
　 の職員に対するＰＣＲ検査の実施 等　

◆ 飲食店等に対する営業時間短縮要請等に
　 伴う感染防止対策協力金の支給　
◆ 生活福祉資金特例貸付の受付期間延長に
　 伴う助成 等

◆ 飲食店等に対する営業時間短縮要請等
　 に伴う感染防止対策協力金の支給

◆ 個別接種促進に向けた
　 　　　医療機関への支援

◆ 酒類の提供制限等により特に大きな影響
　 を受けている酒類販売事業者等への支援 

「埼玉県５か年計画」

◆ 彩の国「新しい生活様式」
　 安心宣言飲食店＋（プラス）
　 等に係る現地確認 等

要望前◀北大通 右折信号機
（７月９日共用開始しました）
通行量の多い県道で、通勤・通学時

間帯には大変渋滞し、多くの方が困

っていたようです。市民の方からの

要望をお受けして右折信号機設置

を要望。7月9日に設置完了、共用開

始となっています。

国道140号（大麻生）

雑草刈り中央分離
帯・歩道

通学路
の安全

要望前 改善後要望前 改善後

念願
かない 北大通中央交番前に

右折信号機設
置

県道341号線

国道140号　雑草刈り▶
自転車通学の学生等が利用する

歩道と中央分離帯に雑草が茂り、

通行や安全面に支障を来してい

る状況でした。要望により、雑草刈

りが進んでいます。

バイ
パス

（右）「埼玉県5か年計画大綱」より

歩行者等の安全のため
　 右折信号を設置

八木橋

＼いつも きれいにありがとうございます／

中央分離帯・歩道の雑草刈り（８月中旬完了予定）

要望前 改善後

（下）埼玉新聞　2021.7.8

〜



［個人情報の取扱いに関するお知らせ］　平成17年4月1日より施行されました「個人情報の保護に関する法律」に対応し、ご加入される皆さまの個人情報は本会の目的以外には使用しません。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　ご紹介によりご加入頂きました方につきましては、ご本人の同意を得たものと理解させて頂きます。　※本会にご加入頂いた方には、杉田茂実の県政報告情報をお送りさせて頂くことがあります。

①荒川南岸から対岸に向かって、まるで大蛇が川

幅いっぱいに横たわっているように見える黒い

筋は、数百年前の植物が堆積してできた亜炭層。

日本でも珍しい光景です。　②長瀞町にある「県

立 自然の博物館」にて、鎌塚房夫氏からメタセコ

イヤの化石（円内）について説明を受けました。

　〜熊谷市・深谷市右岸における化石の保全〜

埼玉県議会議員 杉田茂実事務所 Tel. 048-526-1313 　Fax. 048-522-1218
http://www.s-sugita.comE-mail : kouenkai-sugita@m.speedia.jp

埼玉県議会議員 杉田しげみの活動に
ご意見・ご提案 お気軽にお寄せください

〒360-0042 埼玉県熊谷市本町1-181

皆様のご意見・ご提案を生かしながら日々の活動を行っております。

杉田しげみが目指す地域づくりに共鳴された方は、下記事務所まで
ご一報ください。 

・くまがやオレンジハートの会 会長
　（子ども虐待防止活動） 
・保護司
・PDWC高校生ディベート世界交流大会 副会長
・比企丘陵農業遺産推進協議会（＊）

 幹事会幹事

杉田茂実プロフィール

（＊）「ため池稲作農法」を 日本・世界農業遺産に
　　申請する協議会

・昭和28年 熊谷市（旧江南町）生まれ

・平成19年 熊谷市議会議員初当選

・平成23年 熊谷市議会議員2期目当選

・平成31年 埼玉県議会議員初当選

携帯：090-3211-6225

＊よい仕事の場をつくること
＊よい居住環境をととのえること
＊よい文化をつくり、共有すること
＊よい学びの場をつくること

＊よい仲間がいること
＊よい自然と風土を
　　　大切にすること
＊よい行政があること

杉田しげみが目指す地域づくり

［個人情報の取扱いに関するお知らせ］　平成17年4月1日より施行されました「個人情報の保護に関する法律」に対応し、ご加入される皆さまの個人情報は本会の目的以外には使用しません。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　ご紹介によりご加入頂きました方につきましては、ご本人の同意を得たものと理解させて頂きます。　※本会にご加入頂いた方には、杉田茂実の県政報告情報をお送りさせて頂くことがあります。
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子どもは日  々自立に向かってまっしぐら
ある日の午後、母娘2人が手をつなぎ、乗り慣
れたエレベーターの前に。開いたドアが瞬間
締まりそうになり、慌てて開ボタンを押す母。
お目 を々丸くしてびっくりの５歳女児は「もし

１人で取り残されてドアが閉まっちゃったら、
手の届く階のボタンを押してそのフロアの人に
“ママとはぐれたので10階を押してください”
ってお願いしようと思ってたの…」と。これには
ママがびっくり。短時間で危機を察知する幼稚
園児、逞しいこと。自立に向かって、まっしぐら！

大野知事・富岡市長も出席された聖火リレーセレブ
レーション（7月7日 熊谷スポーツ文化公園内）

④

① ②

0494
66-0404

太古の化石　  を守りましょう！メタセ
コイヤ

●県庁機能の一部を熊谷に分散（移転）し、持続可能な地域の地盤づくりを　
●農業を守り、力強い生命産業に成長させるために　 等について質問する予定です。 地域の問題がありましたら、ご意見をお聞かせください。

地域の宝

熊谷市（押切）から深谷市（本田）にかけての荒川南岸の「楊井層」では、植物の葉などの化石が多く
見つかりますが、化石マニアによる過剰な採集も懸念されています。メタセコイヤなど太古の化石
が出ることは地域の誇りです。今後何らかの保全活動が必要ではないでしょうか。

一緒に活動しませんか？

　「くまがや
　　オレンジハートの会」

メタセコイヤの常設展示をはじ

め、石や鉱物、動植物など、埼玉

の自然を展示しています。「ジオ

パーク秩父」の企画展も開催中。

＊開館日時…9:00〜16:30
　　　（7・8月は17:00閉館）
　　　※入館は閉館30分前まで
＊場所：長瀞町長瀞1417-1
　　　※上長瀞駅下車徒歩5分
＊お問合せ

活動10周年企画として
　　　　　  作成した

熊谷市、埼玉県から児童虐待をゼロに
〜今こそ みんなで守る 子どもの今と未来〜

　※ご希望の方は

　 TEL 048-526-1313
　　　　　　（杉田茂実事務所）

　 オリジナルソング
　　「ずっと笑っていてね」

ＣＤができました！
　　　　（税込¥500）

県立自然の博物館
メタセコイヤの化石が見られる！

緊急事態宣言発出！埼玉県に３度目の 8/2（月）〜31（火）

#7171な い な い 秘密厳守 24時間・365日
埼玉県虐待
通報ダイヤル

「虐待かも…」と
 思ったら
 迷わず電話を！

化石の保全活動を行っている鎌塚房夫氏からの提案

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

新型コロナウイルス関連情報

埼玉県議会 ９月定例会 一般質問に立ちます 10月４日（月）予定
※日程は変更になる場合があります

食料自給率について

供給熱量ベース
の総合食料自給率

出産額ベース
の総合食料自給率

農業を真剣に守らなければ！

「命を守る行動」 が大切です

「対策が徹底されていない・休業要請等に
応じていない」飲食店等の利用を 控える

帰省や旅行等 　　移動は極力控える

不要不急の外出・移動の自粛
特に午後８時以降の外出を控える

医療従事者と関係者の皆様へ
 心から　「ありがとうございます」　

新型コロナウイルスの感染拡大も、食料供給への不安を世界的に
高めました。日本では、20年1月・2月を中心に、米やパスタなどの
欠品や、タマネギはじめ加工業務用野菜の輸入の停滞が起こり、
海外で輸出規制も発生。食料不安が高まりました。（日本農業新聞より）

このように、食料は「マッタナシ！」。
100％の自給率を早期に目指さなくてはなりません。

＊基本的な考え方
「食料自給率」とは、国
内の食料全体の供給
に対する国内生産の割
合を示す指標です。

（平成30年） （令和12年）

（平成30年） （令和12年）

（農水省）

※目標数値

１人
 ひとりの
これが
基本！

2018 37% 203045%
2018 66% 203075%

マスク
着用

手洗い
消毒

こまめな
換気

ワクチン接種は進んでいますが…油断大敵！！

「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋」認証店の利用を
プラス

熊谷倫理法人会「熊谷市
地域活性シンポジウム」
パネリストとして参加

渋沢栄一記念館を視察
渋沢翁アンドロイドの講演を聴く

6月定例会閉会後、大野知事と無所属県民
会議控え室にて

塙 保己一記念館
にて研修

感染防止

厳
に

県境を
またぐ

日中も
含めた

県からの
要請です

くまがやオレンジハートの会（会長 杉田茂実） 
 が子ども虐待防止活動を開始して10年が

 経過しましたが、残念ながら虐待は減少

 しません。県では「埼玉県から児童虐待

 をゼロに」と埼玉県虐待禁止条例を制定。

　7月を虐待ゼロ推進月間として啓発活動

 を実施しました。


