
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
市長として初の予算編成を行う菅原文仁市長に対し、来年度の予算

要望書を提出しました。戦略的な職員育成、地域防災力の向上、債権

確保強化、バリアフリー担当の新設等、私たちが日々の活動で必要と

感じた政策を中心に約100項目について要望しました。これからも市政

課題への適切な対応をすべく、効果的な政策を提言して参ります。 

2018年 月 日(日) 14:00~

 

※参加無料。どなたでもご参加いただけます。 
 

 レポート末の連絡先又は、 
 

facebook「戸田の会 市政報告会」まで。 

 平成３０年９月議会  各委員会報告   
 

（佐藤・矢澤）      

決算 Ｑ．３月執行の市長選挙の20歳未満の投票率は？ 

Ａ．18歳約35％、19歳約25％、若年層の投票率向上の取組

みとして、駅頭での啓発に戸田翔陽高校の生徒が参加した。 

決算 Ｑ．メンタルヘルスチェック業務の内容は？ 

Ａ．厚生労働省ペーパーによるチェックを実施。高いストレス

を抱えていると判定された職員は100人程度、そのうち産業

医から面談が必要な職員は30人程度。 

（金野）

決算 Ｑ．道路維持補修費(予算額約7600万円)につき、

不用額が約920万円と多いのではないか？ 

Ａ．平成29年度の不用額を顧みて今年度は適切に執

行できるよう取り組んでいきたい。 

報告 Ｑ．小中学校ブロック塀改修工事の進捗は？ 

Ａ．大阪府での事故を受け、戸田市でも緊急点検を行い、

美女木小と笹目中で改修済み。その他も順次対応予定。 

（浅生）  

条例 Ｑ．重度心身障害者医療費に係る受給資格に所得税制

限を導入する条例改正の影響額は？ 

Ａ．助成は市2/3、県1/3を負担。緩和措置で平成34年9月ま

では年間約80万円、それ以降は約1000万円の減額となる。 

決算 Ｑ．生活困窮者自立支援事業の取り組み状況は？ 

Ａ．自立相談支援・住居確保給付金・子どもの学習支援事業を

実施し、就労準備支援事業、家計改善支援は未実施である。 

（酒井）  

決算 Ｑ．水道水の価格設定は？また、有収水量（漏水す

ることなく利用された水）が改善した要因は？ 

Ａ．水道料金が安いのは、市域が狭く平坦であることや、

原水（浄水場や井戸からくみ上げる水）が安いことなどによる

が、現在は売れば売るほど損する「逆ザヤ」状態。平成28

年度に大径口管の漏水があった関係で、平成29年度は

反動高となった。 
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https://www.facebook.com/events/244177756447048/


 酒井いくろう  【民間活用】ノウハウを蓄積し、推進を！ 

＿ 

１９７５年３月４日生、無所属、３期目 

【学歴】東京大学医学部卒業・修了

【職歴】マッキンゼー（経営コンサルタン

ト）、㈱ポピンズ（保育）、医学教育事業 

【委員会】衛生センター（議長）、議会改

革（委員長）、市民生活他 

戸田市では、今年度から「ろうけん戸田」、2020年度からは

図書館が「指定管理者制度」による民間運営となります。 

酒井 今年度から民間が運営し

ている「ろうけん戸田」は、リハビリ

の強化や看取りの実施など施設

機能の強化を実現している。一

方、ろうけん戸田で働いていた元

職員の方からは、引き継ぎ時の混乱や施設機能・職場環境

に関する疑問の声もあり、事業者の説明とは真っ向から食

い違っている。長年、多額の繰り入れを行い維持されてきた

上に、約20億円もの税金を投入して増築した施設。質の高

い介護を提供しなくては、負担を強いられる市民の皆様に

申し訳が立たない思いである。 

１．サービスの質を評価するために、第三者評価を導入す

べきである。 

２．介護の質を改善するには、適切な評価項目により数値

的な評価を行い、それに応じて事業者にインセンティブ

を与えるべきである。 

３．引継ぎの混乱については十分検証し、引継ぎ期間を取

るよう定めるなど、今後に生かすべきである。 

部長 事業者との協議を通して改善していく。 

 

【背景】 行政サービスにおける民間事業者の活用が進ん

でいます。民間事業者は役所よりも良いサービスを提供して

おり、コスト面も改善されることが多いようです。 

その一方で、民間による行政サービスの運営が上手くいか

ない例もあがっています。当初、（株）ツタヤの運営による先

進的な図書館として絶賛された武雄市図書館ですら指摘

がありました。貴重な書籍を廃棄していた、親会社から無価

値な本を購入していた、などの問題ですが、あきれるばかり

です。なぜ図書の選定という事業目的の根幹に関わる作業

を、企業に全面委任してしまったのか。その程度のことに思

い至らなかったのは、ひとえに役所側のノウハウの無さが原

因でしょう。 

民間による行政施設の運営（指定管理者制度）の歴史は

まだまだ浅い。運用のノウハウをためつつ、制度改善を行

い、「民間でできることは民間に」を推進すべきと考えます。 
 

 こんの桃子  【熱中症】小中体育館にエアコンを！  

 

１９８３年３月２日生、無所属、２期目 

【学歴】慶応大学、同大学院修了 

【職歴】国会議員公設秘書 

【委員会】文教・建設、議会運営、議会

改革他 

【その他】防災士、手話検定２級 

長判断。④同様に校長判断。⑤備品費で各学校が購入

するもの。 

こんの ①体育館は避難所にもなる。今後検討してほしい

②対応を感謝する。③校長会議で情報提供を。④同じく

情報提供を。⑤備品費では足りない。適宜増額を。 

こんの 福祉部の「まちのクールオアシス」

事業と環境経済部の「ク

ールシェア」事業は、切り

口が違うだけでほぼ同じ

内容だ。適宜事業を精査

し、見直し及び連携を。 

福祉部長・環境経済部長 適宜見直し、連携を図る。 
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※――― 
【ポイント】 体育館へのエアコン設置は、億単位の予算が

必要になるので早期の実現は難しいですが、今後必ず検

討すべき課題だと考えます。 
 

こんの 市長トップセールスの推進を。 

環境経済部長 「エコノミックガーデン」の手法を研究する。 

こんの 戸田市PR大使を。 

政策秘書室長 実施に向けて準備を進めていく。 

こんの 今年は「災害」といわれるほどの酷暑だった。戸田

市の熱中症の状況と対策は。 

消防長 救急搬送は120件（8月時点。昨年比1.7倍）。

死者はいない。屋内と屋外が半々。 

こんの 市の「熱中症予防に係る対応方針」等は町会、

PTA、子供会等は対象外。イベント主催者等が適切に対

策できるよう救急救命講習等に熱中症の追加を。 

消防長 「熱中症対策」を明記し、対応する。 

こんの ①小中学校の体育館にエアコン設置を。②給食

調理場で調理師等が熱中症を訴えている。エアコン増設

を。③全校で年間を通して水筒の持込みの許可を。④日

焼け止め、ラッシュガードの許可を。⑤運動会等での児童

席用テントの購入を。 

教育部長 ①1校5000万円前後を見込む。慎重に検討

する。②早急に対応する。③各学校の管理運営事項で校
 

会派代表 

▲介護老人保健施設 
 

▲福祉部(県)   ▲環境経済部(国) 

会派幹事長 



 あそう和英  【ふるさと祭り】市役所周辺で開催を！  
 

1968年4月２5日生、無所属、１期目 

【学歴】法政大学卒業 

【職歴】山一證券㈱、美容室VASE代表

戸田市スクールソーシャルワーカー 

【委員会】健康福祉、交通対策他 

【その他】社会福祉士、精神保健福祉士 

【復旧・復興に連携、協定の締結などの検討を】 

あそう ハザードブックによると、洪

水などの水害では避難所としてさ

いたま市の高台が指定されてい

る。バスが水没した場合など、復旧

にかなり影響がある。避難・復旧・

復興を考えて、鉄道やバス事業者

と協定の締結など、対策強化を。 

危機管理監 水害に関する協定については課題があり、公

共交通機関とどのような連携ができるか、今後も研究する。 
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※――― 
【ポイント】 大規模災害時・災害後の

人・物の輸送手段の確保はとても重

要である。特に水害時、ハザードブッ

クに従い、さいたま市の避難所へ市

民が避難、または、戸田市に戻って来る時などに、バスが

大きな役割を果たせる可能性があることを考えると、バス

が水没を避けることは重要であり、高台への避難は、市と

公共交通事業者双方にメリットがある。連携のための協定

締結は検討し、準備しておくべきである。 

【現在のふるさと祭りは、フードコートのようだ（市民の声）】 

あそう 戸田ふるさと祭りの会場

は、旧市役所跡（現あいパル）か

ら、市役所、ボートレース戸田へと

会場が移った経緯がある。市民か

らは、歩行者天国を練り歩き、出店

をハシゴしたことが懐かしい。現在の祭りはフードコートといっ

た印象で特別感がないとのこと。市役所周辺での再開催を

願う声が大きい。ぜひ、市役所での再開催を。 

市民生活部長 企画及び運営を行う実行委員会が議論

して最終的に結論を出す。 

あそう 市長はふるさと祭りの大会会長である。意気込みは。 

市長 私の公約に掲げている。できる限り早期に実現に至

るよう取り組む。会場周辺の警備体制や交通規制、ごみ

の散乱防止などの課題がある。様々ご協力いただきたい。
 

 佐藤太信  【聴覚障害】手話言語条例の制定を！  

 

１９８０年５月１８日生、無所属、１期目 

【学歴】中央大学、大正大学卒業・修了 

【職歴】東京電力、児童福祉施設、乳

幼児教育相談、スクールカウンセラー 

【委員会】総務、議会広報他 

【その他】臨床心理士 

解啓発、乳幼児支援、盲ろう者や難聴者を含む聴覚障害者

すべての方にとってのコミュニケーション支援等を盛り込み、

条例制定後の評価・検証できる仕組みを。 
 

 

【背景】 排気ガスや柔軟剤とい

った多くの化学物質を私たちは

日常生活の中で浴びています。

これらが人の体内の許容量を超

えたときに拒絶反応として発症

するのが化学物質過敏症（香害

も含む）です。洗濯洗剤などといったわずかな化学物質に

反応し、頭痛や吐き気などの症状が出現します。今回、市

民への周知として、戸田市ホームページに掲載されました。 

佐藤 市民を対象にした勉強会の開催を。 

福祉部長 勉強会の要望があれば、出前講座に盛り込むこ

とは可能。 

佐藤 学校、保育施設における化学物質の対応を。 

教育部長 年に1度空気検査を実施。要望があれば、対応

した教科書を配布する。 

こども青少年部長 研修の場で保育従事者へ情報共有

化を図る。 

 

手話は聴覚障害者が使用するコミュニケーション手段の

１つです。以前のろう学校では、手話の使用が禁止され、

相手の口の動きを読み取り、自ら発音する「口話法」が主

流でした。当時、聴覚障害者は聞こえる人と同じように声を

発して会話しなければならないという考えのもと、発声練習

に時間をかけた教育を受けていました。その結果、手話が

使えず、日本語の習得も不十分で読み書きが苦手な聴覚

障害者が多いのが現状です。 
 

 

佐藤 手話を言語として認め、普及や理解の促進のため手

話言語条例の制定を。 

福祉部長 当事者が関係団体等の意見を踏まえ、協議手

法等の検討を行い、平成32年度に条例を制定する。 

佐藤 条例に、学校教育や医療機関における手話普及・理 
 

会派会計 

▲原因となる化学物質の例 

▲ふるさと祭り 
 

▲戸田市避難場所マップ 
 

▲tocoバス 
 



 やざわ青河  【図書館】休館中の図書館の今後は？ 

 

１９８６年５月２１日生、無所属、１期目 

【学歴】鹿児島大学卒業 

【職歴】ラヂオつくば（ＦＭ放送局）、 

県議秘書（６年間） 

【委員会】総務（副委員長）、議会広報他 

【その他】消防団、防災士 

教育部長 選書等は指定管理者が資料収集方針に基づ

き一次選書を行い、二次選書と購入を教育委員会が行う

予定。事業者の選定時に職員配置や新たな自主事業の

提案を受け、移行後四半期と年間モニタリングを通して職

員配置や行事等の実施状況を厳しく監視する。 

やざわ 平成28年策定の戸田市立図書館ビジョンでは市

民の要望を受け、カフェ等の検討がされている。今後のビ

ジョンの進め方は？ 

教育部長 ビジョンを踏まえ事業者を決定し、共に実現に

向け協力したい。カフェ開設は今後も検討課題。今回の

工事で現行の休憩飲食スペースを拡大予定。 
 

 

やわ 戸田市は不交付団体であり、地方税の縛りが無い

為、独自の事業等が多いと感じている。昨年内閣府によりＥ

ＢＰＭの推進が掲げられた。更に類似した団体を選定して比

較や参考にする等、統計データ活用の推進について伺う。 

総務部長 計画策定や行政評価等において、類似団体

等との比較や統計を活用し、効率的な行政運営を進めて

いる。ＥＢＰＭの推進は更に重要性が増すと考える。職員

の育成等推進する。 

やざわ 長期休館中の戸田市立

図書館。休館中の業務対応や代

替措置は？ 

教育部長 休館中の代替措置と

して、配本所を新曽福祉センタ

ー内に開設。また、自習室を新

曽福祉センター及び西部福祉センター

内に開設したほか、１０月中旬から芦原

小学校内の生涯学習施設集会室に中

学生を対象とした臨時自習室を開設で

きるよう準備している。 

やざわ 再開時、指定管理者による運営が始まるが、選書

等のルールや適切なインセンティブが重要となる。指定管

理者の選定や再開後のモニタリング等、今後の管理運営に

ついて伺う。 
※EBPM：ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ･ﾍﾞｰｽﾄ･ﾎﾟﾘｼｰ･ﾒｲｷﾝｸﾞ。証拠に基づく政策立案。政策目的を明確化し、情報やデータなどの証拠に基づき政策を決めていく手法。 

 会派活動  その他の活動について  
 

2018.7.31 ＠介護老人保健施設 
 

今年4月より指定管理に移行し

たものの、多くの職員による辞職

が発覚。現地を視察し、酒井代

表が議会で改善を求めました。 

※酒井議員一般質問参照 
 

 

 

2018.9.16  ＠滋賀県大津市琵琶湖 
 

全国市町村交流レガッタ大会

に議員の部として毎年出場。

１位と１秒差で銅メダルを獲

得し、２年連続３位に入賞しま

した！ 

 

2018.10.３  ＠戸田市役所 
 

市議会モニターの方々との意

見交換会に参加。開かれた議

会を目指す鋭い質問が大変

勉強になりました。今後の議会

運営に活かして参ります。 
  

 

 

【ご意見】 防災行政無線の放送が反響などで聞こえない。 

【対応】 ホームページやツイッター、いいとだメール、tocoぷり

の他、10月下旬から販売の防災ラジオで確認できます。 
 

 

【ご意見】 プール監視員は引率の保護者でも良いのでは？ 

【対応】 プール開設中は常時監視員が必須であり、「プールの

開設要領」をよくご理解いただいた上で、保護者が監視員を務

めることは問題ない旨をお伝えしました。 

 

 

【ご意見】 休館期間が1年9か月となぜこんなに長いのか？ 

【対応】 施設経年劣化に伴う、空調や配管、下水等の大規模な

改修に加え、資料等整理や搬出入等により長期化しています。 
 

 
市政への皆様のご意見をお寄せください。 
 

❶ ホームページから：todanokai.com/ 

❷ 電子メール： info@todanokai.com 

❸ 電話/FAX： ０４８（８７１）６３９１ 

❹ 郵送：〒３３５-００３４ 埼玉県戸田市笹目５-４-１５ 

 

  

▲設備改修と配本所 
※画像をクリック 

▲戸田市立図書館・博物館 
 

https://library.toda.saitama.jp/zentai/kyuukan.html
https://todanokai.com/

