台風19号の緊急要望を提出!!
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じ
語
台風19号による被害状況と戸田市への会派要望
この秋、立て続けに台風が日本上陸し、大きな被害が出ています。戸田市においても特に10月12日の
台風により、道路の冠水、床上浸水や自動車の破損といった被害が見られました。被害に遭われた皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
今回の経験を通し災害対応の面で見直すべき点がいくつか見られ、私たち戸田の会では30項目以上に
わたる内容を要望書としてまとめ、いち早く菅原戸田市長に要望いたしました。今後の大災害に備え、防災
面での改善を確実に進めていきたいと考えております。皆様からのご意見お待ちしております。

◆2019年10月30日発表

人的被害

軽症：2名

物的被害

床上浸水：122件

床下浸水：43件、倒木：0件
通行止め：17件 ※全て解除済み

▲荒川（13日朝3時頃）

▲荒川彩湖（13日16時頃）

▲避難所の様子

◆2019年10月14日発表

物的被害

道路冠水：83件

避難所関連
総避難世帯数： 1,556世帯
総避難者数： 3,849名
◆2019年10月13日発表

停電

※市内停電は全て復旧済み

川岸3丁目： 100件未満
戸田公園：
100件未満
新曽南3丁目： 100件未満
本町５丁目： 約1,300件
南町：
約900件

 防災行政無線が聞こえなかった。決壊や避
難情報など放送手段の拡充を。
 台風が去ったと同時に避難所から帰ってし
まう人への注意喚起対策。
 障がい者など、災害時要支援者への支援。
 自力復旧困難な被災者へ支援の検討。
 避難所情報、通行止めの地図化、ハッシュ
タグの活用など整理された情報発信を。
 急に鳴り響いた彩湖流入時のサイレンなど
で、不安になる方がいた。事前周知を。
 職員と地域住民で、避難所毎に戸田市総合
防災訓練の検討を。
 避難経路として有望な道路を予め周知。

 ペット（動物）連れの避難所対応。
 ハザードマップの周知と自助意識の啓発
 避難所の毛布など非常用物資の自助準備
の啓発や高齢者などに行き渡る工夫を。
 避難所運営委員会の設置や協議を。
 災害後、罹災証明発行の手続きに必要な
情報や流れを予めわかりやすく掲載。
 今回の災害対応について多くの市民の声を
募り、まとめ今後に活かす。
 他市と比べ避難レベルや発表のタイミングが
異なっていた。判断基準を明確に。
 教訓として、防災教室の開催や HP・広報紙
で被害状況などの公開を。

酒井いくろう

会派代表

【教育】授業効果アップへの取り組みを！

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）、総務他

＿

【背景】 戸田市は今や県内トップの教育先進市。看板カリキ
ュラムのアクティブラーニング（能動学習、参加型学習）を始
めとする最先端の教育プログラム、提携先の先端企業、研
究機関の錚々たる顔ぶれは、他の追随を許しません。授業
効果を決定づける要素として考えられるのは、提供側（教職
員）の要素として、①教育内容、②授業効率、受け手側（児
童生徒）の要素として、③レベルの適合度、④集中度合いな
ど。戸田市は①教育内容で奮闘しているので、改善余地が
あるとすれば②③④でしょうか。今回は④児童生徒の集中
力アップに大きな効果のある施策を提案しましたが、日本で
の実績に乏しい等の理由でできません、との答弁。授業効果
を上げるためであれば、上記①～④いずれの施策でも構わ
ないはず。実績が無いというなら、教育委には早急に効果検
証への着手をお願いしたいと思います。
酒井 小中学生の授業効果の改善や、健康増進の手段と
して、教室への立ち机の導入や短時間の午睡が注目され

あそう和英

会派幹事長

ている。いずれも認知能力や集中力の向上に加え、疾病
予防やトレーニング効果などの健康増進効果が非常に高
い。立ち机は10％前後の集中力
改善が欧米の先行研究で実証さ
れている。
教育部長 いずれも導入は難しい。
教育企業の展示会にて立ち机のブース▶
を視察。多くの教育企業・家具企業が
立ち机を出品しており、実際には日本に
おいて今最も注目を浴びる先進施策の
1つとなっています。

酒井 保育園の昼寝が長すぎて、夜寝てくれない、朝はなか
なか起きない、というのが保育園児の保護者に共通の悩み。
研究者からは、「３歳前後から昼寝は必要ない。保育園の昼
寝の習慣は、歩ける子にハイハイを強要するようなもので、
発達段階に合わない不自然なことである」との報告がなされ
ている。現状、保育園では「基本は寝る」という状況だが、昼
寝の原則廃止を。
こども青少年部長 一律の寝かしつけ廃止はできないが、
個々の状況に合わせた対応を心がける。

【市長公約】事業の計画と進捗は？

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

あそう 就任して一年、市長公約に関する事業の計画・今後
について伺う。
政策秘書室長 ４年間で68事業を設定した。今年度末まで
の達成が件、来年度に20件、最終年度に30件という目標を
設定、取り組む計画である。事業工程表は市ホームページ
で公表している。
市長 市民の安心・安全を最優先に市政運営を進めてき
た。今後も公約を上手く活用し、どうすれば戸田市の明るい
未来が切り拓けるか、幸せを実感できるまちへと発展できる
かを考えて進めていく。

あそう 行政改革・公民連携推進担当が設置された。①連
携先と双方にメリットのある取り組みを②外部から専門的なノ
ウハウを取り入れ、質の高いサービスの推進を要望する。

総務部長 ①協定締結先との対話を続け、双方にメリットの
ある取り組みを実現して参りたい。②公民連携専用窓口「公
民連携ファーム」を開設した。提案の募集は、行政課題を設
定する「テーマ型」と課題設定を行わない「フリー型」の募集
を行う。民間企業等の自由なアイデアを広く募集する。

あそう 日除け、早朝プレー、回数券やパスポートの導入、コ
ース増設、などの要望あり、展望について伺う。
環境経済部長 日除けは検討を進める。アイスも販売予定。
動画の作成などで
周知を図る。健康増
進のメリット構築や
多世代交流イベント
の企画等を検討し
てまいる。

▲パークゴルフHP
※画像をクリック

▲パークゴルフパンフレット

佐藤太信

会派会計

【特別支援教育】サポート体制充実を！
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】 特別支援学級
は、来年度に新曽中、令
和３年度に戸田東小・中
学校に設置予定と伺って
いる。特別支援教育の課
題は、特別支援学級に着任するのが初めて、経験がない教
員へのサポート体制が不十分であると感じる。
佐藤 特別支援教育アドバイザーの役割は。
教育部長 特別支援教育経験があるアドバイザー2名が学
校を巡回、指導経験が少ない教師へのアドバイスを行う。
佐藤 県が夏頃に実施している研修は遅い。市独自で採
用しているアドバイザー、LITALICO（教師へのアドバイスや
研修の実施、ペアレントトレーニング等）の活用により着任
後早い段階で教員へのサポート体制を進めていただきた
い。特別支援コーディネーターの役割・課題は。

やざわ青河

教育部長 全小・中学校に各1名以上配置。学級担任、保
護者等との調整役を担う。担任との兼務により業務負担が大
きいことが課題である。

佐藤 ①SNSを利用した情報発信は埼玉県議選では告
示日1回のみとなっている。1回だけではなく、写真を活用
する等、投稿頻度を増やしては。②選挙公報の音声版は
県議選では配布されていない。次回の県議選では配布
を。③郵便による不在者投票制度の周知方法の検討を。
行政委員会事務局長 ①投票の呼びかけを工夫し、発
信の頻度を増やす。②県選挙管理委員会に要望する。
③重度の障がいがある場合、自宅等で投票用紙に記入、
郵送可能。周知について福祉部と連携する。

【東京五輪・パラリンピック】推進を！

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）、
県議秘書（菅原文仁氏）
【委員会】文教・建設、議会広報他
【その他】消防団、防災士

▼ 埼玉県の聖火リレーの日程（2020年7月7日）

やざわ 56年ぶりに戸田市内を聖火が走る。①聖火リレ
ーのイベントは、②キャンプ地誘致など推進を。
市民生活部長 ①準備委員会を設け検討中。②視察のあ
った友好都市の中国とオーストラリアのボートやカヌーを中
心に誘致を進める。
やざわ ボートを更にＰＲする取り組みや今後の想いは。
市民生活部長 ボート職員研修やＰＲ動画、町会・学生の
協力を得ながらボートのまち戸田をＰＲする。
市長 市民のレガシーに繋がるよう一丸となって取り組む。

やざわ プラごみの海洋汚染は世界的な課題。分別が徹
底されておらず、市のプラごみの３割は燃やされている。ま
た充電池による発火事故が多発。分別の周知啓発を。
環境経済部長 ごみ出しの冊子等わかりやすい表記を工夫
する。
やざわ 熱回収可能な焼却炉の新設と共にプラごみ分別を
廃止した自治体もある研究を。市内のポイ捨ては年間26ｔ以
上。海洋汚染の周知啓発やプラごみ削減の推進を。
環境経済部長 ５３０ごみ袋への海洋汚染の記載やコンビ
ニへのポスター掲示の拡大。国の動向を見て、企業等へ
の働きかけも検討する。
▼平成30年度「河川清掃業務」と「530運動」の実績
可燃

不燃

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 缶･瓶 自転車

合計

河川清掃業務

5.6t

3.1t

(3,431本)

0.3t

0.8t

9.8t

530運動

13.8t

1.5t

0.2t

1.0t

－

16.5t

【河川清掃業務】市の管理する河川･水路の清掃業務委託。
さくら川、笹目川の階段護岸、上戸田川、新曽さくら川、菖蒲
川の一部、その他水路を年間33回清掃している。
【530運動】1981年から始まった清掃運動。町会や団体、企業、
NPO、行政の協働で年4回、延べ1万7千人が参加。

令和元年６月議会

各委員会報告

指定：指定管理者の指定 補正：補正予算
報告：担当課報告事項

（酒井）

（矢沢）

戸田市の外郭団体への関与に関する協定
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したのを受け、市当局が上記協定を7
つの外郭団体と締結したとの報告があった。しかし、内容
は新味に欠け、市役所本体のような監査も実施予定無し
など腰の引けた対応に、委員からは実効性への疑問の声
が漏れました。
報告

Ｑ．戸田市立図書館の指定管理者の概要は？
Ａ．応募者5団体の中からTRC（図書館流通センター）・アイ
ルグループが選定された。期間は令和2年4月から5年間。
Ｑ．今後の図書館の運営方針は？
Ａ．図書館全体の基本方針や計画策定等は教育委員会
が担う。１次選書は指定管理者、２次選書と購入は教育
委員会が行い、公共的で良質な選書体制をとる。
指定

（佐藤）
Ｑ．子育て支援に関する条例改正の概要は？
Ａ．令和元年10月より、①子ども医療費の助成対象を高
校生入院分（通院は除く）まで拡大。②3～5歳までの幼稚
園・保育所、認可外保育施設等の保育料無償化を開始。
Ｑ．幼稚園類似施設に通っている市民への支援は？
Ａ．国の方針で、稚園類似施設は無償化施設の対象外。来
年度以降の対応は、国の動向を踏まえて今後検討する。
条例

会派活動

条例：条例改正

（浅生）
Ｑ．令和元年度における指定管理者の選定は？
Ａ．さくらパル(新曽南田世代交流館)が今年度で、指定期
間満了を迎える。8月下旬に一次審査、9月下旬に2次審
査、12月議会で議決の予定
報告 Ｑ．開封市友好代表団の訪問に係る本市の対応は？
Ａ．友好代表団は8/22に来日し、8/23に友好都市締結
35周年式典を執り行う。
報告

その他の活動について

2019,7.17 ＠戸田公園駅

2019,7.26 ＠品川区

7月の参院選、8月の埼玉県知
事選で、投票率アップキャンペ
ーンを実施。政治を良くするに
は、多くの有権者が政治家をチ
ェックしていくことが必要です。

日本財団が期間限定で設立し
た東京パラリンピックを目指す選
手のための施設。最新のバリア
フリーの更衣室や体育館、練習
施設などを見学しました。

2019.7.22

＠西部浄水場

市内全ての上下水道施設を視
察しました。戸田市の水道水の
8割は埼玉県から買った水で、
残りの2割は井戸水をくみ上げて
います。

2019.7.24

2019.8.5

＠戸田市新曽

日本レスキュードローン協会が
市内の子どもたち向けに開催し
たイベントに参加。操縦体験や
災害人命救助等で活躍する産
業ドローンのお話を伺いました。

＠戸田市役所

公募市民による議会モニターの
方々と議会のバリアフリーをはじ
め、様々な意見が交わされまし
た。議会改革特別委員会で検
討していくことになります。

❶ ホームページ：
❷ 電子メール：

▶ 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
ご連絡お待ちしています↓↓

❸ 電話/FAX： ０４８（８７１）６３９１
❹ 郵送： 〒３３５-００３４ 戸田市笹目5-4-15

