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６月議会が閉会しました。今議会では、会派メンバー全員が一般質問を実施。日頃から取り組んできた

調査研究や市民の皆様へのご意見聴取などを元に、政策提案を行いました。また、今議会に先立ち、

海外友好都市への議員派遣訴訟の判決があり、上訴へ向けての控訴費用に関する議案を審議。さら

に、区画整理事業において７億円もの補償費用が発生することが明らかになるなど、今後に向けて課

題の残る議会となりました。引き続き、会派一丸となって取り組んで参ります。 

  質疑  平成２９年６月議会 市政を問う  
 

 

学校と保護者や地域で、一緒に協働し子ども達の豊かな

成長を支え「地域とともにある学校」づくりを進める仕組み

Ｑ.コミュニティスクール導入はいつ？他校との連携は？ 

Ａ. 学校運営協議会制度とも言い、来年度に全小中学

校に導入予定。学校評議員制度は発展的に解消。原

則、各学校に置かれるが、小中一貫教育の観点などか

ら、地域の実態に応じ、合同協議会となる場合もある。 

法改正に伴い、個人情報を扱う全事業者等を対象とし、

個人情報の範囲を明確化し、管理を定める条例 
Ｑ.新たに対象となる団体への周知・支援は？ 

Ａ.民間事業者だけではなく町会・自治会・子ども会等の

幅広い団体が対象となる。全庁的に関連団体への周知を

依頼し、広報等に掲載した。市関係部署で可能な限り問

い合わせに対応する。 

 

戸田中央病院会長からの２億円のご寄付を基に、経済的

事情のある市内中高生への奨学金制度を新設する条例 

Ｑ.申請の流れと時期、周知方法は？ 

Ａ.公立高校奨学給付金は中学３年の１月に選考、入学確

定後に給付。高校からの申請は出来ない。海外体験給付金

は例年６月の選考審査合格者に対し、申請受付・選考後、

給付。対称生徒へはパンフレットや広報、ＳＮＳ等で周知。 

待機児童アクションプランに基づき、平成３０年４月には約

５５０人分の拡大目標としており、２９年度中には約１００人

の保育士を確保するための事業 

Ｑ.概要や見込む効果は？ 

Ａ.保育士人材の採用に関して、各施設の特徴に合った

採用方法等の専門的助言支援を実施することで、今後の

保育士の人材不足に対応していく。 
 



 酒井いくろう  【区画整理】 ７億円超の補償が発生  

＿ 

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 

【所属】戸田市監査委員、文教･建設

委（委員長）、議会改革委（委員長）他 

都市整備部長 ①設計方針通りの計画。誤りではない。

②可能性はある。③研究してまいる。 
 

 

酒井 市内施設で重大事故が発生。①預かり時間中の

安全管理②不審者の侵入対策③交通安全。また今後は

特に幼稚園の監督強化を。 
子ども青少年部長 私立幼稚園は県の管轄だが、戸田市

の子どもが通う施設。国の保育事故ガイドラインを幼稚園に

も求めていく。門の施錠状況の確認等、対策を強化する。 
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※――― 
【ポイント】 区画整理の事案について、答弁によれば、執

行部は法令違反の区画整理をしながら「誤りではない」と

強弁し、またその原因となった事前のチェック不足につい

ても「研究」という消極的な姿勢をにじませています。責任

逃れに終始し、反省を次に生かさないのであれば、行政

のミスや、それに伴うコストの発生は続くと思います。 

一方、幼稚園の安全管理については、県の管轄である

ことから明確な答弁が無くてもおかしくないところですが、

担当課は「放っておくわけにはいかない」との見解を示し、

戸田市の子どもたちの安全を積極的に確保していこうとい

う姿勢を見せたのは好対照でした。 

【背景】 新曽の土地区画整理事業区域において、建築

基準法の日影規制違反が判明。全国にも例がない事案

であるとの説明が担当課からあった。違法状態の是正が

求められるが、予算の段階で7億1千万円という莫大な補

償金の全額が戸田市の税金から支払われる。関係する

地権者の皆様にご納得いただける対応が必要ではある

が、同時に、できる限り費用を抑えねばならない。 

この事案のいきさつは、まず計画当初の段階で、法規

違反の計画を立て、図面を引いてしまった。その後、チェ

ックもかけず、工事の段階でも気がつかず、最終的に土地

所有者に指摘されて気がついた、とのことである。担当課

が今後もチェックを怠れば、同様の事案が再発しかねず、

市民はまたもや莫大な補償金を負担することになる。  

酒井 ①図面は誤って作成されたのか②他にも同様の事

案はあるか③今後もチェックを行わないのか。 
 

 こんの桃子  【高次脳機能障害】実態把握と支援を  

 

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 

【所属】健康福祉常任委員会（副委

員長）、議会運営委員会、議会改革

特別委員会他 

こんの 「施設特定型」の他「提案型」のネーミングライツを。 

財務部長 他自治体の例を参考に、検討する。 
 

こんの 協働のまちづくりの一環として、CSRを活用して地

域課題に取り組んではどうか。 

環境経済部長 中小企業振興会議で検討を進める。 
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※――― 

【ポイント】 高次脳機能障害に

ついては、２期目に改めて取り上

げることで、ジワリと具体的な対策

が一歩進んだように思います。 

期日前投票所については、昨

年取り上げた際、「北戸田イオン

との包括協定」という前向きな答

弁でしたが、今回は随分と後向

きな姿勢に後退しました。数十万

円の費用で実施している所もあり、見積もりすらとらずに多

大な費用を理由とするのではなく、実現に向けてしっかり

進めて頂きたいと思います。 

こんの 高次脳機能障害とは脳損傷に起因する認知障害

で、「隠れた障害」と言われている。４年前の市の把握人

数は2人だったが、現状は。 

福祉部長 現在１９名だが、正確な人数は把握していない。 

こんの 実態把握と適切な支援が必要だ。①人数の把握

②相談窓口の明確化③周知啓発④支援体制の構築を。 

福祉部長 ①次期計画策定時に実態調査を行う②ホーム

ページに掲載する③各種研修で行う④今後、検討する。 

 

こんの 市が締結している協定の数を把握・公開し、活用を。 

総務部長 全３４６件。まずは庁内で共有し、活用を考える。 

こんの 特に進めたいのは商業施設との包括協定による

期日前投票所の設置だ。ぜひ設置を。 

選挙管理委員会 有効な手段であり、今後調整・検討する。 
 

会派代表 

会派幹事長 

▲イトーヨーカ堂内での

期日前投票所（2017

年 5月和光市長選挙） 



 あそう和英  【さくら川】歩道の安全確保と桜の管理を  

 

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 

【所属】総務常任委員会、議会広報委

員会、交通対策特別委員会他 

都市整備部長 ①安全対策を検討する②有用性は高い

が遊歩道は河川改修後に行う③桜の植え替え計画は大

切。定期的な剪定や河川巡視で対処する④整備には木

を伐採する必要があり、住民に対

して臭気と景観対策を心配し、進

展しなかった⑤工事に合わせ川

底を浚渫する。水質改善の為の

処理水量増は慎重に研究。 

【背景】 教育機会確保法により、不登校生徒などの学習

の機会などを保障する必要がある。戸田では特に中学校

の不登校生徒は増加傾向にあり、家に居ても勉強ができ

る環境やフリースクールなども考慮すべきである。 

あそう ＩＣＴ教育やフリースクールなどを活用してはどう

か。不登校の現状と対策、学びの保障について伺う。 

教育部長 平成２８年４月から１２月までの調査において、

不登校人数は小学生１４名で横ばい、中学生１１３名でや

や増、個に応じて支援を行っている。ＩＣＴの特性を活か

し、連絡や学習支援が可能である。フリースクールなども

含め、産官学民との協力や研究を進める。 

【背景】 名所「美笹の桜」は現在、さくら川

整備計画(平成21年)をもとに治水のための

護岸工事、遊歩道の整備が進行中である。

また、荒川水循環センターの上部公園の整

備、進入路の工事も進行中で、来年は人の往来が増える

予定。しかし、川沿いには歩道がない所もあり、周辺住民

や花見客の通行が危険な状態である。遊歩道の優先整備

は健康増進・医療費の削減などにもつながり、期待できる。

また、水質の改善や桜の管理も課題である。 

あそう ①子供達が大型車の通行量が多い危険な道路を

通学している。早急に安全確保対策を②遊歩道の優先整

備を③桜の寿命を考慮し景観維持管理計画を④天王橋

修行目橋間に遊歩道の延伸計画を⑤ゴミの投棄や川底の

泥、上流からの汚水で色や臭気が問題。水質改善を。

 

 佐藤太信  【新生児】聴覚検査時の保護者支援を  

 

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 

【所属】市民生活常任委員会、議会広

報委員会、交通対策特別委員会他 

佐藤 身体障害者手帳のない高齢者難聴の数、相談件

数、対応について伺う。補聴器購入にあたって価格が高く

て手が出せない人に支援が必要ではないか。 

福祉部長 人数は把握していない。相談件数は年間5、6

件。状態によって受診や補聴器店を案内している。高齢

者の実態を把握し、効果的な補助を検討したい。 

佐藤 補聴器は試聴が重要である。市内で補聴器関連の

イベント開催をお願いしたい。 
 

 

佐藤 福祉施策審議会、障害者施策協議会の傍聴の案

内、会議録、配布資料を市のホームページに掲載を。 

福祉部長  傍聴の案

内は公開しており、会

議の概要及び資料に

ついては、市のホーム

ページに公開する。 
 

※広報戸田市（平成２９年

７月１日号）に障害者施策

協議会傍聴案内が掲載 

佐藤 新生児聴覚スクリーニング検査で要検査告知後の

実態把握と保護者支援を要望する。 

福祉部長 要検査の実情を把握できない。母子健康手

帳の検査の記録欄に相談窓口を記載することは可能。 

佐藤 不安で声をあげられない人もいる。必要な人に情

報が伝わる相談支援体制をお願いしたい。 

福祉部長 気持ちに寄り添い、適正な養育支援に努めてい

る。今後は、相談時に適切な情報提供できる状況を整える。 
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※――― 
【ポイント】 新生児聴覚スクリーニング検査の目的は、難聴

の早期発見・早期療育につなげることにあります。現状は、

要検査、確定診断を受けたご家族は、聴覚障がいに関する

育て方や進学の悩みなどの情報がなかなか得られない状

況です。福祉保健センターが、７月から妊娠届時に検査内

容や検査結果の相談窓口等の情報提供を行います。 
 



 やざわ青河  【交通】利用促進・安全・適正管理を！  

 

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） 

【所属】市民生活常任委員会、交通

対策特別委員会、消防団 

市民生活部長 本市の放置自転車は依然多い。今年度

夜間の監視撤去を試行し、更なる減少に向け、対策や強

化を進めているが、費用対効果も留意しながら取り組む。 
 

【近隣市の放置自転車対策事業のヒアリング結果】 

※草加市はH25年から駐輪場の整備に合わせて対策を強化。年々大幅に減らしている。 
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※――― 
 

【ポイント】 以前と比べ、駅前は安全で快適になりました。

しかし、市は事業開始から数十年間一度もコストの見直しを

行っておらず、近隣市のように適宜の見直しが必要です。 
 

 

やざわ 市内に定置された管轄外ナンバー車へ車検証の

住所変更等の適正管理を促しては。税収増にも繋がる。 

総務部長 ホームページや窓口案内の他、車検時の啓発

を県がしている。生活便利帳への掲載が可能か検討する。 

市 駅と予算 事業活動 撤去台数と返還率 

戸田 
３駅、予算 
約４０００万円 

撤去・指導 
月約２５回 

H２５：１６５２台、H２７：１4０７台 
返還率２５％、保管所駅３.５km 

和光 
１駅、予算 
約１０００万円 

撤去・指導 
月６回 

H28：１０００台 
返還率60％、保管所駅１km 

朝霞 
２駅、予算 
約１２００万円 

撤去月１回 
指導月１０回 

年４８２台 
返還率５0％、保管所駅１km 

草加※ 
４駅、予算 
約５１００万円 

撤去月１２回 
指導毎日 

H２５：９８７０台、H２８：４００１台 
返還率５0％、保管所駅１km 

やざわ 先ごろ国交省が定めた「バス情報フォーマット※」を

利用し、スマホ等でのトコバスの経路検索を実現しては。 

市民生活部長 コストをかけず利用促進が見込める。バス

会社と経路検索サイトの体制整備で実現できると考える

が、状況を調査し効果的な導入を検討する。 
 

やざわ 戸田市は自転車死傷者数県内ワースト１位。交

通違反者へ市が直接指導出来るよう、自転車条例に指

導規定を設け、自転車安全利用指導員を活用しては。

市民生活部長 直接指導は権限等の条件や実効性、費

用対効果等が課題。今後、研究する。 
 

やざわ 戸田市の放置自転車対策事業は他自治体と比

較して予算が高額。コスト意識を持ち、見直しては。 
※標準的なバス情報フォーマット：H２９年３月国交省発表。各社バラバラのバス情報をGTFS形式に統一することで、事業者間の情報共有を進め、ネットやスマホの経路検索を実現する。 

 会派活動  議会外の活動について  
 

2017.4.12  ＠戸田公園駅前 
 

会派結成レポートを作成し、市

内３駅（戸田公園駅、戸田駅、

北戸田駅）にて駅頭活動。 

リレー街頭演説を行いながら、

レポートをお配りしました。 
 

 

 

2017.4.27  ＠埼玉県庁知事室 
 

会派メンバーで上田清司知事

とランチをしながら懇談しまし

た。政策はもちろんのこと、政

治家の心構えについてお話を

伺いました。 

 

2017.5.16  ＠喜沢小学校 
 

知的学級と自閉症・情緒学級

を見学。通常学級の子どもたち

との交流を大切にし、現場の先

生方が工夫しながらその子に

合った授業を進めていました。 
 

 

2017.5.20  ＠渋谷区 
 

人やモノ、街全体をキャンパス

にして、社会人や地域住民へ

学習の機会と場を提供する地

域密着型の生涯学習「シブヤ

大学」を視察しました。 
 

 

 

2017.6.27  ＠戸田市消防本部 
 

胸部圧迫や人工呼吸、ＡＥＤな

どの応急処置を実際に人形を

使って練習しました。大切な人

のもしもの時、助けられるのは

近くに居合わせたあなたです。 

 

 
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 戸田市笹目５-４-１５ 

  

会派会計 


