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年 頭 所感

令和3年がスタート。
本年も忍耐強く、精力的に
活動します。
埼玉県議会議員

宇田川ゆきお

く。）
に関すること③予防接種法の施行

全を担保するための施策のあり方や動

に関すること、などです。業務遂行体制

き方が問われていると思います。それは

はⓐ総務・物質調達担当ⓑ企画・宿泊療

効果的に結果を出していくにはどうした

養担当ⓒ入院調整・クラスター対策担当

ら良いかを考えていくことに繋がります。

新型コロナへの対策を
ⓓ感染症・新型インフルエンザ対策担当
遅滞なく進めるよう
のグループに分けて取り組んでいます。
県への働きかけを続ける。 私は今後の状況の推移を見極めなが

八潮市の風格や利便性を高めるため
の「外環八潮パーキングエリア」
や
「地下
鉄8号線」の整備計画も具体的な展開が

令和3年の新春を迎え、皆様方にはコ

ら、引き続き、
コロナ禍に対し、皆様の健

望まれます。たとえば東京メトロの株主

ロナ禍の「特別な正月」
をお過ごしにな

康と暮らしに有効な措置を遅滞なく進め

は国53.4%東京都46.6%であり完全

られていることと思います。

られるよう、執行部に働きかけを続けて

民 営 化 す れ ば、発 行 済 み 株 式 数5億

参ります。

8100万株から試算すると時価総額は、

昨年4月から5月にかけて緊急事態宣
言が出され、東京オリンピック・パラリン
ピックについては延期。今年1月7日に
は2回目の緊急事態宣言も出され、
「人
類対コロナ」の戦いと言う深刻な状況が
続いています。

コロナ対策と並行して
社会や地域の課題にも
精力的に取り組む！
コロナ感染拡大が続く中でも内外の

6000億円を越えると言われています。
株を売却して延伸整備に着手すること
も選択肢の一つだと言えます。様々な
知恵を絞っていくことが必要です。いず
れにしても今年は丑年。私は忍耐強く、

県庁では、県民の命と健康を守るため

政治環境は変化しています。アメリカで

に国や近隣の都県と連携し、市町村自治

はバイデン新大統領が選ばれ、
日本では

そして医療従事者の皆様はじめ社会

体と協力しながら
「感染症対策課」
を中

菅総理大臣が誕生しています。これから

インフラを支えている様々な皆様に感

心に対応しています。

は、外交・内政とも微妙な変化が起こるこ

謝し、お互いにコロナ感染拡大防止に努

担当課の主な業務は、①感染症の予

とが想定され、衆議院の解散総選挙も視

めて参りたいと思います。本年が皆様に

防及び感染症の患者に対する医療にか

野に入ってきています。コロナ禍にあっ

とりまして希望に満ちた年になるよう、

かわる法律の施行に関すること②新型

ても社会は動き続いています。私のライ

心からご祈念申し上げます。

インフルエンザ等対策特別措置法の施

フワークの柱である
「子育て支援」
も危

行（危機管理において所掌するものを除

機管理の「コロナ対策」
も県民の安心・安

精力的に活動していく決意です。

埼玉県議会議員

宇田川幸夫

【宇田川ゆきお・経歴】●昭和53年八潮市八條生まれ●

学法学部中退●平成21年、八潮市議会議員選挙にて

生・循環社会対策特別委員、決算特別委

八潮市立八條中学校卒業●浦和実業学園高等学校卒

二期目当選●平成27年、埼玉県議会議員選挙にて初

員●所属団体：八潮市商工会青年部OB

業●東京コミュニケーションアート専門学校卒業〜音

当選●平成31年埼玉県議会議員選挙にて二期目当選

会、八潮市消防団、八條有志クラブ他

楽の道へ●八潮市議会議員選挙にて初当選●専修大

●県議会・福祉保険医療委員長・文教副委員長、自然再

告知

今年の2月新年の集いは中止します

www.udagawayukio.com/

新型コロナウィルス拡大防止のため、新年の集いは
中止いたします。ご理解をよろしくお願いいたします。
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１月７日に臨時会を開会…582億20万円を決定。
飲食店の皆様に「埼玉県感染防止対策協力金」を支給します。
埼玉 県議 会は、国による緊急事態 宣

面的に協力して頂いた店舗を運営する

言の発出や基本的対処方針等に基づき、

事 業 者 に 対 して は、1店 舗 ご と、最 大

1月7日に臨時会を開き補正予算の審議

162万円（1日あたり6万円）の支給を行

がなされ、同日23時に採決を終え閉会

うこととなりました。

しました。

なお、以前より協力要請を行って参り

補正予算の規模は582億20万円で、

ました、さいたま市大宮区、川口市、越谷

本会議で文教委員会の報告を副委員長として委員長に
代わって行う

内容は、営業時間短縮要請の期間延長

市の事業者に対しては、1月8日から1月

等に伴う「埼玉県感染防止対策協力金」

11日まで協力金として1店舗、1日あたり

がありますのでご注意ください。支給要

の支給とするものです。

6万円の給付を行うこととなりました。

件の詳細につきましては、埼玉県のホー

埼玉 県 の 酒 類の 提 供 を行う飲 食 店

時 短営業にご協力頂き、協力金の給

ムページをご覧ください。また、埼玉中

（バー等を含む）、カラオケ店を運営する

付を受けるための要件としては、
「彩の

小企業等支援相談窓口までお問い合わ

事 業 者を対 象に、1月12日から2月7日

国新しい生活様式安全宣言」及び「埼玉

せください。

まで営業時間を午前5時から午 後8時

県LINEコロナお知らせシステム」のQR

【埼玉中小企業等支援相談窓口】

まで（酒類提供時間は午前11時から午

コードを取得した上で、1月12日以降店

☎ 0570 - 000 -678 (ナビダイヤル)

後7時まで）とする短 縮要請を行い、全

頭に掲示し、それを写真で保存する必要

受付時間：9時〜18時 (平日、休日ともに）

盗撮被害に対応するために、
県迷惑防止条例を改正

保育士等の処遇改善のために、
坂本少子化担当大臣に要望

〜自民党県議団が提案し、
12月議会で可決〜

〜隣都県との格差是正を自民党県議団として陳情〜

宇田川ゆきお他、自民党県議団が提案した、盗撮を禁じる県

埼玉県内の保育士給与は、近隣都県と比べて低く、県内か

迷惑防止条例の改正案が12月議会において全会一致で可決

ら保育士の流出が止まらない現状があります。これは、保育

されました。

士給与の原資となる公定価格が本県では不当に低いことに起

これまでの条例では、
盗撮を禁じる場所を
「公共の場所」
と

因しています。そこで、宇田川ゆきお他、自民党県議団は、隣

「公共の乗り物」
としており、
学校や会社・事務所内の盗撮が規

接する地域で大きな公定価格の差が生じないように、地域間

制できませんでした。そこで今回の改正で住居や浴場、
更衣室、 格差の是正を坂本少子化担当大臣に要望いたしました。
学校、
事務所、
タクシーなどを規制場所に追加し、
さらに撮影

大臣からは、改善に向けた前向きな回答を頂きました。同席

のためカメラを向けることやカメラを設置する準備行為、
のぞ

した大野知事からもこれからも公定価格の改善に向けて取り

き見を禁じました。抑止力を高めるため罰則も強化し
「1年以

組むとの決意があり、自民党県議団が先頭に立ち、未来のこ

下の懲役または100万円以下の罰金」
としました。改正の施行

どもたちのために働く、保育士の皆様の処遇改善に全力を尽

は4月1日です。これにより盗撮被害の減少が期待されます。

くします。

ご利用ください。メニューが
リニューアルされました！
埼玉県LINE公式アカウント

埼玉県-新型コロナ対策
パーソナルサポート
まずは
「友だち登録」から。
新型コロナウイルスに関する
情報をお知らせします。

ご意見をお寄せ下さい

国と県、両方のアプリの活用をお願いします。両方を使うことで一層の感染拡大防止効果が
期待されます。
「人」に 注目！

「場所」に 注目！
埼玉県

厚生労働省

LINEコロナ
お知らせシステム

新型コロナウィルス
接触確認アプリ
（COCOA）

施設やお店などに掲示してあるQRコードを訪問す
る度にスマートフォンで読み取り、訪問日時を記録。
後日、その施設などを訪れた方が陽性となった場合、
その方に濃厚接触した可能性のある方に対し、窓口
への相談を促すメッセージをLINEでお知らせします。

ブルートゥース機能により、
スマートフォン同士が近接した
状態（概ね1メートル以内で15分以上）
を
「接触」
として検
知。アプリに記録。アプリをインストールしていた方が陽
性となった場合、陽性の方ご自身がアプリで陽性登録。
「接
触」記録のある方のアプリにお知らせします。 厚生労働省

県感染症対策課

厚生労働省

☎048−830−7502
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