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浅生 和英

佐藤太信

９月議会が閉会しました。本議会では主に平成２８年度決算を審議・
語
じ
認定いたしました。決算とは、私たちの税金が適切に執行されている
かを確認することです。戸田の会では４つの常任委員会すべてに委
員を置いており、各々が執行状況の確認や業務改善を要望しました。
決算で指摘した事項をこれからの事業執行に反映してまいります。

平成２９年９月議会

各委員会報告

決算：H２８年度決算

補正：補正予算

報告：担当課報告事項

条例：条例

・
決算 Ｑ.平成28年度の納税コールセンターの実績は？

報告 Ｑ.図書館への民間導入（指定管理）の効果は？

Ａ. 請求後に年間で納付された金額は2億2,469万円。3
人の職員で対応。内訳として、着手件数は51,440件、留
守番電話を含め、滞納者に電話が通じた件数は32,765
件、納付の約束を取り付けた件数は5,895件である。
※納期限まで納付のない方へ催促の電話を行い、滞納
額が多額になる前に納付を促す。H27年度からの事業。

Ａ.年間2,000～3,000万円のコスト削減を見込む。
決算 Ｑ.市役所南通りに自転車レーンが整備されたが、いま
だに「歩道通行可」の標識が残っているのは？
Ａ.警察の指導による。通行量多く、歩道も広いため。
※前期、戸田の会の酒井、金野は市民からの要望を受け、
「歩道通行可」を残すよう提案。まがりなりにも実現した形に。

決算 Ｑ.こどもの国管理運営指定管理料の剰余金の返金は？

補正 Ｑ.防犯カメラ管理は町会の負担。市で管理できないか？

Ａ.平成29年度は一定の条件を満たした場合、剰余金を返
還する年度協定書を締結した。
条例 Ｑ.地域交流センター条例の改正条例について、新しく
整備される広場の利用方法は？
Ａ.9か月前からの申込み可能。利用料無料。町会夏祭りや
幼稚園・保育園の運動会等にご利用いただきたい。

Ａ.設置箇所や課題等町会により様々であり、市の管理は
難しい。町会の意見を聞き、今後検討していきたい。
決算 Ｑ.起業支援センターの入所状況、市内への定着状況は。
Ａ.平成２８年度入所率約６７％で７割が市内で創業。平成３
１年度にセンターを商工会に移設するので、商工会等とさら
に連携を深め、市内で創業してもらえるよう努める。

酒井いくろう

会派代表

【制度】人事・給与・採用の改善を！

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】戸田市監査、文教･建設（委員
長）、議会改革（委員長）他

＿

【背景】 行政改革の中でも、人事・採用制度改革はその
本丸であると考えます。①働きやすい職場環境をつくるこ
とで有能な人材を呼び込み、②研修や実地訓練を通して
人材育成を図り、③公平な人事評価や、年功序列を排し
た給与体系により、頑張る職員が報われる制度とすること
で意欲を高める、などのポイントがあります。一度採用した
職員は、基本的に中途退職することは無く、定年までの約
40 年の人件費は 3 億円前後。制度の改善により 4 億円
分も 5 億円分も働いて頂ければ、これ以上の活性化、効
率化はありません。
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※――

酒井 ①介護や出産がしやすい制度に改善を。②評価制
度、給与体系の改善を。③災害等に備え、職員の市内居
住を促進する制度へ。
総務部長 検討していく。

こんの桃子

会派幹事長

酒井 補助金は、効果が曖昧である、既得権化しやすい
等の問題点が指摘されている。①交付先や金額等を公
表し、透明化を。②補助事業効果の検証、原則公募とす
る、基準に合わない補助金を原則廃止する等、総合的な
取り組みを。
子ども青少年部長 ①公表する内容や効果的な方法を
検討する。②基準改正や厳密化、透明化、見直し状況の
公表等、効果的な見直しを実施したい。庁内通知や研修
を活用した全庁的な取組みを通じて実効性を確保する。

酒井 SNS やチャットの問い合わせ窓口を作っては？気
軽に問合わせでき、職員も対応の負担が減らせる。
総務部長 研究してまいる。
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※――

【ポイント】 全国の自治体で財政が厳しくなる一方、行政の
担う仕事はますます増えています。行政を効率化し、行政サ
ービスの質を落とさないためのカギは、ICT 技術の活用。いち
早く導入して大いに活用を図るのが良いと考えます。このチ
ャットサポート窓口のアイデアも、費用や手間など導入への
ハードルは高くはない一方、多大な効果が期待されます。

【発達障害】ユニバーサルデザイン 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】健康福祉（副委員長）、議会
運営、議会改革他
【その他】防災士

こんの 発達障害のあるお子さんを育
てるお母さん方と意見交換を重ねた。
①全小中学校に特別支援学級等の拡
大を。②学校選択制の検討を。③授業
のユニバーサルデザイン化を。④学校 ▲ 授 業 の ユ ニ バ ー
サルデザイン化
と連携し学童保育室等もユニバーサル
デザイン化を。⑤発達障害への理解を広げる施策を。
教育部長 ①需要に応じて拡大。平成33年度に設置率
83.3％を見込む。②導入予定はない。③駅に教師の研
修会を通し全学校へ広めている。④関係課へ伝える。保
護者へはSNS等を活用して周知する。
子ども青少年部長 ④学童保育室等でも学校と連携し、
対応の充実に取り組む。
福祉部長 ⑤まちづくり出前講座を通して理解を広めたい。

こんの 今年3月の成年後見制度利用促進法に基づき、
戸田市の現状を踏まえて、①市町村計画の策定を。②地
域連携ネットワークの設立を。③審議会等の設置を。
福祉部長 戸田市の高齢化率は15.9％。①今後国の工
程表に基づき、計画策定を進める。②地域ケア会議等既
存の組織を活用する。③総合介護福祉市民協議会等既
存の組織を活用する。

こんの 2階多目的室を中高生のため
の学習室に。
▲２階多目的室
子ども青少年部長 長期休みに合わせ開放を検討する。
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――

【ポイント】 授業のユニバーサルデザイン化については、
市内で発達障害のあるお子さんを育てるお母さんからの1
通のメールがきっかけとなり、同じような境遇のお母さん方
と数か月間意見交換会等を重ね、議会で提案したもので
す。教育委員会への指摘・提案はやはり難しいと感じまし
た。他方、成年後見制度やこどもの国学習室については、
実施に向けた前向きな答弁を得られたと思います。

あそう和英

【上部公園】来年７月にパークゴルフ 場！

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】総務、議会広報、交通対策他
【その他】社会福祉士、精神保健福祉士

あそう 上部公園の有料公園施
設として開設予定のパークゴルフ
場は、子どもから高齢者まで簡単
に楽しめる。遊具な ども充実！
①運営管理は。②周辺道路の安
全確保は。③市民の優先利用は。
▲パークゴルフ場 ▼遊具
④利用促進のための周知は。 ⑤
災害時避難場所としての活用は。
環境経済部長 ①登録業者によ
る入札 ②県警や道路管理者と
協議を行う ③使用料は市内外
を分けて設定予定 ④広報誌及
びホームページ、ＳＮＳ等活用 ⑤施錠管理のため鍵の管
理など難しい面もあるが、地元の要望もあり、管理棟にソー

佐藤太信

ラー発電や備蓄場所等を設置予定である。避難場所として
の正式活用は、県と所管課で慎重に調整する。

あそう 児童虐待が社会問題となっている。保護者や教職
員等の大人への周知啓発だけではなく、児童生徒へ虐待
に関する周知や教育を行うことも、予防や早期発見に効果
的だと思うがいかがか。
教育部長 子供の人権意識を高め、周囲の人に相談する
ことや、自分や他者を大切にする心情を育てることは、児
童虐待防止にもつながる。電話相談窓口があることや、辛
い時に我慢せず相談する大切さも知らせている。

あそう 美女木八幡歩道橋に「ちかんに注意」の看板。安
心安全な歩道橋へ更なる対策を。イメージアップ作戦も。
市民生活部長 昨年、歩道
橋での声かけ事案と痴漢被
害報告は無い。改善が可能
か、改めて国土交通省と協
議し、提案していく。

【障害者雇用】採用条件の見直しを！
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】市民生活、議会広報、交通
対策他 【その他】臨床心理士

佐藤 市職員の障害者雇用の現状は。採用条件で①自
力通勤②介助なしでの職務遂行③活字印刷による筆記
試験が求められており、受験できないと考える人もいる。
多様な人材を確保するために条件の見直しを。
総務部長 現状は法定雇用率を達成している。①社会制
度等を利用しての通勤は自力通勤にはあたらないので表
現を見直す。②③市職員と同じように職務が遂行できる
者とし、見直さない。
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――

【ポイント】 市職員の障害者雇用は、法定雇用率は2.3%
（参考：民間企業の法定雇用率は2.0%）。一部では、合理
的配慮の提供義務により点字受験を認めている自治体が
あります。その後の雇用確保を見据えた採用措置です。地
方公共団体は、民間事業者に障害者雇用を推奨する立場
として、自ら模範を示す自治体が増えています。
z。

佐藤 中学校特別支援学級卒業後、通常学級の高校に
通う生徒らの就労支援を。
福祉部長 就労支援に結びつけられるよう当事者や保護
者へ情報提供できるように教育委員会と連携する。
佐藤 民間事業者への支援、雇用推進策は。
福祉部長 障害者支援関係者が活用する就労プロセス
マップを作成、雇用主に情報提供、就労支援を進めてい
く。障害者本人への支援に力を入れていきたい。

佐藤 SNSを活用した相談窓口の開設を。
教育部長 埼玉県立総合教育センターでメール相談対
応が可能。SNS等を活用した相談体制は、国や先行自治
体の動向を注視したい。
佐藤 教育心理相談員は非常勤職員が4名。現状は、子
どもとの信頼関係が持てるようになった時期に心理職が退
職してしまう、子どもが大きくなるまで見られないといった課
題がある。教育心理相談員の常勤職を今後検討していた
だきたい。

やざわ青河

会派会計

【ＩＴ活用】検証と更なる発展を！

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）、
県議会議員秘書（６年間）
【委員会】市民生活、交通対策他
【その他】消防団、防災士

toco ぷり H26 年 12H27 年度
H28 年度
備考
決算
約 867 万円 約 519 万円※ 約 170 万円 ※約 348 万円国補助
DL 数
2,708 件
1,574 件
1,390 件 転入者年間約1 万人
登録数
706 件
311 件
208 件 DL 数の 21.6%
全投稿
201 件
846 件
704 件 市と市民の投稿数
市民投稿
60 件
318 件
308 件
市民の投稿数
投稿人数
21 人
83 人
42 人 投稿した市民人数
要望対応
10 件
40 件
18 件 市の要望対応件数
※千葉市ちばレポの要望対応はH28年3520件。人口が7倍の為、換算すると約500件

やざわ tocoぷり運用からもうすぐ３年。効果の検証は？
政策秘書室長 毎月約100件のダウンロード（ＤＬ）があり、
周知やアプリへの興味関心の結果だと考えている。
やざわ 一般的なアプリはＤＬ後１週間で約８割が使わなくな
るという。企業では無料の解析ツールで継続率や閲覧数等
を指標に加え、ＫＰＩツリー※を作り検証している。また、データ
の公開と蓄積、ＵＩ等へのご要望ボタンなど導入できないか？
政策秘書室長 指標は視点によって様々だと考える。議
員提案もその一つ。それぞれ研究する。

―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――

【ポイント】 これまでDL数のみで効果検証されていたtocoぷ
り。しかし、転入者の多さ、「UIが使いづらい」という声、継続率
の観点から企業の検証手法導入を要望。また、投稿された
データが公開・蓄積されていない現状の改善を求めました。

やざわ いいとだマップは少し利用しづらい。グーグルマイ
マップの活用で、スマホでの視認性向上、アプリの位置情
報、各担当課ＨＰでの埋め込み地図がコストをかけず可能
となる。導入してはどうか。
総務部長 スマホ等での閲覧が容易であり、各担当課と
調整を図りながら掲載を検討する。

やざわ アレルギー疾患対策の充実と推進を！
福祉部長 母子保健等は既存事業の充実を図る。
危機管理監 災害時は症状に合わせ個別に対応する。
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――

やざわ 交通、不審者、防災、地域で子供の安全を！
教育部長 学校、保護者、地域と連携し安全確保に努める。
危機管理監 子供の訓練参加は自助や地域の繋がり、
共助の意識を高めるうえで必要。

※KPIツリー:アプリの目標達成に必要な要素を施策として実行可能なところまで分解した指標の一覧

会派活動
2017.7.20

その他の議員活動について
2017.8.8

＠兵庫県明石市

＠川口市

交通や河川等、県南3市で共
通する行政課題の協議会に参
加。研修会では、竹中平蔵氏
による人工知能等「第四次産
業革命」について学びました。

「障害者配慮条例」を施行、事
業者の合理的配慮を公費負担
する制度は全国初の取組み。
泉市長を表敬訪問し、市政の
展望など意見交換をしました。

2017.7.21

＠兵庫県神戸市

2017.8.21

小中一貫校の課題を確認する
ため、同規模である義務教育
学校を視察。戸田東小中の今
後を注視し、より良い教育環境
になるよう尽力します。

2017.7.25

＠戸田公園駅前

毎議会後、市内３駅にて駅頭
活動を展開。会派レポートを配
布し、ご要望をお伺いしていま
す。皆さんの忌憚のないご意見
を戸田の会へお寄せ下さい！

＠川口市

児童相談所の虐待件数、相談
件数いずれも増加しています。
児相と市との連携を大切にし、
相談窓口の強化等、様々な提
案をしていきます。

市政への皆様のご意見をお寄せください。
❶

ホームページのフォームから：

❷

電子メール：

❸

電話/FAX： ０４８（８７１）６３９１

❹

郵送： 〒３３５-００３４ 埼玉県戸田市笹目５-４-１５

