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3月議会では、菅原市長初の予算編成である平成31年度予算を審議し、異例ともいえる全会一致で
可決しました。こども医療費助成高校生まで拡大、認知症の支援、自転車道整備、浸水対策、通学路へ
の防犯カメラ設置、ＡＩ総合案内などの事業が予算化され、戸田の会が市民の皆様からのご意見を基に
市に要望した内容も所々盛り込まれました。皆様の声は市政を動かすきっかけになります。私達、戸田の
会も引き続きしっかりチェックして参ります。 ※こんの桃子議員は3月に戸田市議を辞職し、5月より埼玉県議となりました。

平成３１年３月議会

各委員会報告

（酒井）
戸田市の外郭団体への関与に関する方針
戸田市の外郭団体で、多額の補助金が不適正に流用さ
れる不祥事が発覚。それを受け、市当局から上記方針が提
示される一方、総務委においては年間活動テーマとして1年
間かけて調査を行うことに。当局によれば、当方針に法的拘
束力はなく、各外郭団体と協議して改善を図るとのことでした
が、委員からは実効性への疑問の声も聴かれました。
報告

Ｑ．民生委員の選出手法と考え方は？
Ａ．新たな委員は各地区の民生委員地区会長、副会長の推
薦により選出。ボランティア団体役員からの選出手法を検討。
予算 Ｑ．敬老の集いにおいて、手話通訳者はいるが、耳の
不自由な方の中には、手話がわからない方もいる。要約筆
記（文字情報）による情報保障の検討をしていただきたい。
Ａ．対応策について検討していきたい。

補正：補正予算

報告：担当報告事項

条例：条例

（金野・矢沢）
Ｑ．管理不全となっている空き家の対策は？
Ａ．シルバー人材の紹介等、所有者へ適正管理を促す。
悪化すれば、特定空家に指定し助言・指導や勧告を行う。
予算 Ｑ．彩湖自然学習センターの新企画の概要は？
Ａ．1階にドクターフィッシュふれあいコーナーを設置予定。
予算 Ｑ．英語検定費用助成事業の合格状況は？
Ａ．3級以上の取得率は58%。準2級以上は191人。
。
予算

（佐藤）
予算

予算：H３１年度予算

（浅生）
Ｑ．14年ぶりに戸田ふるさと祭りが市役所で開催され
る。どのような内容になる予定か？
Ａ．神輿や太鼓、流し踊り、ステージ、キッズコーナーの部
会で検討を進めている→女優夏菜さんの㏚大使任命式も
予定。予算総額約2400万円（うち市から約930万円）
予算 Ｑ．新曽中央地区調整池（冠水対策）の状況は？
Ａ．消防本部付近に、今年6月までに完成する予定。
予算

酒井いくろう

会派代表

【総括】「前年比10％増」の予算は適正か？

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）、総務他

＿

今議会の19年度予算審議において行った、総括質問、
討論をベースに、戸田市の課題について検討します。
酒井 予算の段階で前年度比10%増と急拡大。市民からは
公共工事が多すぎるとの意見が根強い。競艇事業の全盛
期に建設された施設や、当時の市民サービス水準をそのま
ま維持するのではなく、高齢化や少子化など時代の変化に
合わせ、スクラップ＆ビルドを原則に、抜本的な見直しを。
市長 公共施設の長寿命化や計画的な建て替えをプラン
に基づき進める。国・県補助金の確保、既存事業の継続的
な見直し、予算の効率的・効果的な執行にも努める。
【背景】 今回は前市長時代に決まっていた計画による予
算増が大部分とのことで、同情の余地が大きい。菅原市長
も就任前から、例えば東小中建て替え計画など、大型事
業の内容は当然チェックしたと思われますが、そもそも計画
開始後の方向転換は困難です。大きな方針転換がしづら
い要因の一つに、「総合計画」があります。総合計画は10
年スパンの長大な計画で読みこなすのも困難、議員の中に
も精通している方はあまりいないと思われます。
これまでの実感から、総合計画を検証する視点として、
１． 莫大な外部委託予算と精鋭職員の労力を投入してお
り、ある程度のところで立案をやめて実行に移した方が
良い結果が得られるのではないか
２． 計画が聖域化され、計画時の前提が変わっても方向転
換しづらかったり、あまり効果の期待できない事業を実
施する場合はないか
３． 計画以外の課題があっても気に留めづらくなるため、真
に必要な行政サービスが実施されない場合はないか

…等を考えます。
今後、総合計画の策定に当たっては、機動的な見直しを
重視したコンパクトなものとし、計画期間についても首長任期
に合わせ４年とするなど、見直しが必要であると考えます。
酒井 計画策定が進んでいるが、課題も多い。
市長 市民との協働による策定作業を進め、実効性の高い
計画づくりを行う。
【余談】 東小中、戸一小を皮切りに、市内小中学校の建
て替えが続き、大きな予算が投入されます。せっかくお金
をかけるのですから、予算規模の圧縮もさることながら、公
民館や健康増進施設などを兼ねた、地域に開放されたも
のにしていくことで効率的な活用を図るべきと考えます。

【背景】 建築・土木予算を総量としておさえる一方、急務
もあります。その一つが防災関連の工事です。水道管の耐
震化、災害時の物資集散拠点となるスポーツセンター等、
防災拠点の強化、住宅を始めとする民間建物の倒壊防止
…まだまだ十分とは言えません。なかでも浸水対策は、多く
の方からご要望頂く、市民の皆様の関心が大変高い分野
である一方、毎年のように浸水が発生しています。
酒井 今回、重点施策となったが従来の施策との違いは。
市長 既存の雨水排水計画を抜本的に見直し、これまで
にない取り組みを行う。特に、笹目の根木橋(ねぎはし)公園
付近、北大通りの消防本部周辺、健康福祉の杜周辺等、
平成４１年の完成を目指す。
【背景】 今回、中小企業の女性活用推進や、「公民連携」
として行政サービスへの民間活用が打ち出されました。民
間への進んだ支援策を打ち出すことで、先端企業の誘致、
育成につなげることを狙いたい。
酒井 行政の事業に地域の力や民間のノウハウを生かし、
効率的で質の高い市民サービスにつなげるべき。
市長 民間企業やＮＰＯなど、多様な主体がまちづくりに参
画していくことが大切。この取り組みを強化するため、新たに
公民連携専用窓口を設置する。
酒井（討論） 女性用トイレや更衣室の改修等費用への助
成を行うとのことですが、女性従業員獲得の観点で、かゆ
いところに手の届く施策として歓迎すると同時に、今後さら
に総合的なパッケージとして女性の活躍を推進していくこと
が期待される。
◀女性用トイレや更衣室の改
善など、女性目線の施策展
開です。
女性だけにとどまらず、高齢
者、障がい者等、だれもが
働きやすい社会を作りたい
ものです

【余談】 昨年度から始まった介護老人保健施設の民間活
用においては、毎年2億円もの予算投入が解消されました。
今後は、4億円以上の投入がなされている市民医療センタ
ーが課題となるでしょう。その他、例えば人事課業務を民間
委託するのはどうでしょうか？公平な人事評価は、職員が
意欲的に仕事をするのに不可欠ですが、そのためには、評
価育成方針をベースに、本人の適性と希望に沿って機械
的に決定することが大切。外部委託をすることで情実人事、
派閥人事を防止し、公平性が担保しやすくなります。この例
に限らず、今後はあらゆる業務において民間活用による行
政機能アップを検討していくべきではないかと思います。

あそう和英

会派幹事長

【子育て】シッタ―など訪問型の支援を！

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】市民生活（副委員長）他
【その他】社会福祉士、精神保健福祉士

「利用連絡書」と保護者の「利用申込書」を提出する必要が
ある。この連絡書は病気の証明書だが、文書料が無料～５
千円（調査当時）と病院によってまちまち。申し込みの簡素
化や子育て世帯への幅広い情報提供なども必要である。

計画では、戸田駅の西口に路線バスは乗り入れない。
保育に必要な手続きだが、現在の制度は利用しづらい。
あそう 訪問型の子育て支援をおこなっている自治体が多
数ある。官民連携や補助金の活用で、子育て支援を更に
充実、子育て中の様々な状況に対応できるサービスを要望
する。①ベビーシッターなどの訪問型支援を ②「子育て支
援員」という全国共通の認定資格取得の養成講座を実施し
ているが、市民への認知不足である。今後の展開は。
こども青少年部長 ①市内に３か所の病児・病後児保育施
設を設置しており、受け入れ態勢は十分。病児病後児保育
の訪問型保育事業は現在考えていない。 ②これまでの成
果と課題を整理し、来年度中に方向性を決定する予定。
あそう 病児病後児保育に限らず、子育て世帯のニーズ
をとらえ、訪問型支援の検討をお願いする。
【ポイント】 病児・病後児保育について、急病や急用などで
子どもを預けたい時は、前日または当日に受診し、医師の

佐藤太信

会派会計

▲戸田駅西口交通広場の完成イメージ図

あそう 戸田駅西口駅前交通広場が２０２１年度完成する。
①戸田駅前へ路線バスの乗り入れを。 ②西部地域の住民
には、tocoバス南西循環はライフライン、生活の一部であ
る。tocoバス南西循環のルート見直しと１６時台の増便を
市民生活部長 ①現段階から路線バスの乗り入れは難し
い。戸田駅東口駅前整備の際に交渉していく。 ②課題もあ
るが、継続的に協議を進めて参る。

【高齢者施策】買い物難民等への支援を！
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】健康福祉(副委員長)、議会
改革他 【その他】臨床心理士

【背景】 本市の高齢化率は16.1％と県内で
は若い自治体であるが、現在悩まれている
方々へのサポートや今後の更なる施策の推
進に向けた取り組みが必要である。
佐藤 ①足腰が悪くゴミ出しが困難な方へ支援を。②介護
と育児を同時に見るダブルケア、負担軽減のため相談窓口
の一本化を。③小・中学校における認知症サポーター養成
を。④認知症個人賠償責任保険について、市の負担が小
さい公民連携を活用した導入を。⑤徘徊高齢者等探索シ
ステム利用者助成事業の見直し、申請後の効果確認を。
福祉部長 ①養成した担い手により定期的なゴミ捨て支援
ができるか検討中の地域がある。②令和2年度に福祉総合
相談窓口を設け、一本化する。③昨年度、小・中学校に各
1ヶ所、依頼があった場合に実施する。④導入している他自
治体の効果を注視しながら研究する。⑤6人の申請がある。
地域ケア会議等を活用して事業の積極的な周知を行う。

地域ケア会議等を活用して事業の積極的な周知を行う。
佐藤 今後、更なる施策の推進をお願いしたい。

【背景】 都市マスタープランは、地域の都市づくりの目標・
整備方針を示し、まちづくりに関する施策について住民参加
や生活の質の向上を支える交通環境づくりを進めることを基
本としている。西部地区（笹目、美女木）はスーパーが減り、
長い距離を歩くことは難しく、重い荷物が運べないといった
地域の声がある。今後の交通施策が重要だと考える。
佐藤 都市マスタープランの評価について、市のホームペ
ージで掲載している進行管理表がわかりづらい、見直しを。
都市整備部長 わかりやすい進行管理表の作成に努める。
佐藤 笹目地区は市内でも少子高齢化が進んでいる。生
鮮食品を扱うお店が減少し、
車がないと不便である。買い
物難民等が増加することを見
据えて、乗り合いタクシーやデ
マンド型交通などの対策は。
都市整備部長 地域の声を聞いて課題に取り組む。
佐藤 公共交通利用促進に向けたシルバーパス導入を。
市長 財政的な影響を整理した上で、導入を進める。

やざわ青河

【肺がん検診】Ｘ線の早期発見率３割。

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、議会広報他
【その他】消防団、防災士

【背景】 昨年、杉並区の検診で肺がんを見落とされた40代
女性が死亡。調査委は「胸部X線（以後「X線」）による肺がん
検診そのものに大きな問題がある」と最終報告を発表した。

がん検診による死亡数早期発見率と5年生存率
部位 戸田市の検診

５年生存率

2017年 早期発

死亡数 見率※ Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期

肺

X線・喀痰

74,120 33.3 81.8 48.4 21.2 4.5

大腸

便潜血

50,681 50.4 97.6 90.0 84.2 20.2

胃

X線・内視鏡 45,226 60.6 97.4 65.0 47.1 7.2

乳

視触診・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ 14,285 57.9 100 96.0 80.8 37.1

前立腺

PSA検査

子宮頸

細胞診

12,013

―

100 100 100 63.7

2,795 54.4 92.3 77.6 62.8 26.6

※早期発見率はがん対策推進協議会資料より。（肺･乳･子宮頸は0+
ⅠA、大腸･胃はM+SM） 5年生存率は全がん協生存率調査より。

やざわ 肺がんはがんの中でも死
亡数が最多、５年生存率も圧倒的
に低い。自治体の採用するX線肺
胸部X線
低線量CT
がん検診は感度が悪く、早期発見 ▲X線とCTの比較画像
率は約３割と著しく低い。一方、被曝量を抑えた低線量
CT(以後「CT」)は解像度が高く早期がんを発見可能で、全
国２３５自治体が導入。日立市では自己負担千円で受診で
き、死亡率減少効果の報告もある。市の検診にCT導入を。
福祉部長 国の指針ではX線が推奨。CTは証拠不十分で
非推奨。過剰診断等の問題もあり、導入は慎重に検討。
やざわ アメリカ等が採用する臨床医マニュアルでは、現在
市が行っている「X線と喀痰細胞診」の肺がん検診が死亡
率減少効果がないと非推奨。国の指針はCTの研究が少な
かった13年前に定めたもの。以後、多くの有用な研究※が
発表されている。過剰診断は喫煙者や高齢者等ハイリスク
者に限定したCTで抑えられる。X線検診へ市民が過剰な期
待を持っている。早期発見率やCT等の適切な周知を。
福祉部長 国が非推奨。市として積極的な周知は難しい。
やざわ 国の対応の遅さが根本的な問題。日本で進行中
の研究を待つと10年以上かかる。杉並区肺がん見逃しは
現在訴訟中。市民の健康のため、情報収集と検証を。

※低線量CTの研究：大規模ランダム化比較試験（RCT）がアメリカやオランダで発表した。日本では今年、日立市のコホート研究が発表された他、現在、JECSというRCTが進行中。

会派活動
2019.1.25

その他の活動について

＠北戸田駅

2019.3.17 ＠笹目橋北側

毎議会ごとに早朝と夕方、戸田
市3駅において、市政報告レポ
ートを配布しております。戸田市
政へのご意見ご要望など、お気
軽にお声がけください！

笹目橋と接する一部低くなって
いた堤防の嵩上げ整備と緊急
輸送道路の完成式に出席。災
害時、復旧活動や水防活動等
が円滑になります。

2019.2.8

＠ボートレース戸田

子供の遊び場で有名なボーネ
ルンドが戸田市競艇企業団と
連携し、戸田にキッズパークを
オープン。6か月から12歳まで
保護者の方と楽しめます。

2019.2.21

＠戸田市役所

3月定例会では、新年度予算と
施政方針が上程されます。そ
れについて、執行部とヒアリング
を行い、酒井代表が総括質問
を行いました。（内面参照）

▶ 戸田市政に関心のある方
▶ 政策形成に参加したい方
▶ 政治を志したい方
お待ちしています。
※詳しくはご連絡ください↓

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 戸田市笹目5-4-15

