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第4回市政報告会

2014年7月13日（日）戸田市文化会館にて開催

就任して2年目に入り、1年目に提案した政策が少しずつ前進しています。これまでの成果報
告と今後の課題等について、予定時間を1時間以上超えて話し合いました。
◆テーマ
平成２６年６月議会報告
一般質問（ごみ・たばこ、非構造
部材の耐震化、市ホームページ）
◆ご感想
・全4回すべてに参加しています。
・初めて参加しましたが、内容が
濃かったです。また参加したい。
・ティータイムが楽しかった。
・もう少し議論の時間が欲しい。

～政策提案の進捗状況をお伝えします～
◀ 保健ガイド

成果報告

■妊婦の感染症対策を！
→「保健ガイド」に掲載
■事業計画の一覧を！

■オープンデータの利活用を！
→市内の方が事業化＆書籍

市民の方が、 一
般質問をきっか
けに作ってくだ
さいました！

→「事業計画一覧」を作成
■公共施設効率化の公開講座を！
→今秋、公開講座の実施予定
■子ども・子育て新制度の周知を！
→7月、説明会（土日・託児付）を開催
■監査結果等の公開を！
→ホームページに公開

▲ オープンデータ研究所
市議としての活動を雑誌『世論時報』（平成26年6月号）
▲子育て新制度説明会 に取り上げていただきました！

■街灯・窓口の一元化を！
→ホームページに一元化
■24時間介護サービスの導入を！
→平成27年4月開始予定

▲ 監査結果等

一般質問

今回は特にゴミ・タバコ問題が難しかったです。どうすればゴミを捨てなくなるか、歩
行喫煙をしなくなるか、効果のある仕組みを作るのは難しいと感じました。

ゴミのポイ捨て、歩行喫煙対策を！
「国道298号近辺や駅前のゴミ・歩行喫煙
がひどい」というご意見を数多くいただきまし
た。個人や地元町会だけでは対応が難しいと
ゴ ミ ゼ ロ

思い、行政による清掃委託、530運動の推進、
周辺企業の協力（CS R：企業の社会的責任）
を提案しました。また、制定後約6年が経過す
る「ポイ捨て・歩行喫煙禁止条例」を活用し、路

非構造部材の耐震化を！
「非構造部材」とは建物以外の天井、窓、本棚

上喫 煙制限地区や美化推進重点地区等の
指定、指導員巡回、罰則化等を求めました。

等のことで、東日本大震災以来、耐震化が進め
られています。戸田市はすでに取り組んでいます
が、①学校は新たに文科省から出た指針への対
応を、②保育園・学童等は専門家委託も含め、ま
ずは全市的な調査点検を求めました。
これに対し、①教育部長から「新指針に基づき
バスケットゴール等必要なものは適宜対応す
る」、②子ども青少年部長から「全市的な調査点
検をできるよう、実施に向けて検討する」という
前向きなご答弁をいただきました。
保育園等は園ごとに対応しているものもあり
ます が、学校と異な

者の国・県に清掃を要請し、周辺企業にゴミ拾
いを働きかける。地区指定等は今まで検討して
こなかったが、現状を調査し、地区指定、指導員
等も一体として早急かつ前向きに検討する。罰
則化も検討する。」という大変前向きなご答弁

り全市的な把握はさ

をいただきました。

れていませんでした。

近隣自治体の多くは、数年前の条例制定と

今後、専門家委託も

ともに路上喫煙制限地区等の指定、指導員巡

含め、全市的な調査

回、罰則化等に取り組み、一定の効果を上げて

点検 が 行 わ れ る見
込みです。

これに対し、環境経済部長より、「道路管理

います。戸田市は条例制定後一度も具体的な
▲崩壊した天井等の非構造部材

市ホームページのリニューアルを！
戸田市のホームページは、市民サービスではなく

検討をしたことはなかったそうですが、これを機
にゴミ・タバコ対策が大きく動き出します。
≪近隣自治体のゴミ・タバコ対策≫

部署ごとの縦割りだったり、更新が遅かったり、
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これに対し、総務部長より「議員ご指摘の点も
改善し、市民目線でつくる」というご答弁をいた
だきました。今年12月の新ホームページ公開にあ
わせて改善されます。
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※和光市、志木市、朝霞市、新座市はいずれも条例制定後から約８年間行い、
和光市・新座市は今年３月末で終了、志木市・朝霞市は放置自転車の監視と
合同委託している。

議会報告

今回は、いじめ問題調査委員会条例、自治基本条例、火災予防条例の一部改正条例、
補正予算等計３７件を審議しました。

いじめ問題調査委員会条例

国民健康保険特別会計補正予算 約2074万円

大津市のいじめ自殺事件(2011年)を機に成
立した「いじめ防止対策推進法」(2013年)のも
と、国、自治体、学校のいじめ対策は抜本的に見
直されます。その中で、「重大事態」が起こった際
に第三者機関として調査する「いじめ問題調査
委員会」を設置する条例。 学校 市 教育委員会

戸田市は県内で一番若く、市民一人あたりの
医療費も一番低いです。しかし、前期高齢者（65～
74歳）では一番高く、市の負担する繰入金も一番
多いです。その対策として、他自治体に先立ってレ
金額（県内順位）
セプト点検やジェ
国保医療費
２５万４５３４円（６３位）
市民一人あたり
ネリック医薬品促
進、保 健 指 導 を 前期高齢者一人あたり 51万5158円(１位）
4万5754円（１位)
繰入金
強化する予算。

調査委員会

こんの 新法がつくられた背景のひとつには教育委
員会等への不信感があります。戸田市では、委員委
嘱も適格性判断も規則策定もすべて教育委員会、
会議は一切の例外なく非公開、議事録も非公開と
する中で、どのように教育委員会からの独立性・透明
性を確保しますか？今後、見直すことはありますか？
教育部長 教育委員会からの独立性確保は難しい
が、当事者には説明責任を果たす。必要な場合は見
直しを検討する。
戸田の会（こんの） いち早く第三者機関をつくるこ
とを評価しますが、独立性、透明性確保も課題。今後
の見直しを期待し賛成します。
⇒原案通り
この条例を審議するときは「第三者機関が
どのような状況で、誰を守るために設置され
るのか」を考えることが重要です。第三者機
関は不幸にも市内でいじめを苦に自殺を図った子
どもがいて、当事者が学校や市の対応に納得して
いない状況で設置され、その目的は行政ではなく
子どもを守るためです。だからこそ、私は独立性・
透明性確保が重要だと考えます。

自治基本条例
市民・議会・行政が協働してまちづくりを進
める条例。
こんの どのように行政への市民参画を確保し、
「推進実行委員会」を活用しますか？
総務部長 総合振興計画他、協働の趣旨に鑑み、
市民生活に密着するものについて当然に市民参画
を求めていく。同委員会では、協働のまちづくりの
推進のため、意見提言等を検討する。
⇒原案通り

▲戸田市の国保医療費（平成２４年度）

こんの 市が保険者として医療費増加を抑制する
には、地元医師会、市民、社会保険の保険者と問題
意識を共有し、課題に取り組むことが大切です。ど
のように取り組みますか？
福祉部長 医師会長らと会議を重ねたり、市民に広
報したりして問題意識を共有し、取り組む。
⇒原案通り

火災予防条例の一部改正条例
福知山花火大会事故（2013年）を受け、お祭
り等での防火対策を強化する条例。

①

多数集合+
火器扱う露店

消火器+届出義務
（罰則なし）

②

大規模な催し

「指定催し」に指定+
計画義務（罰則あり）

こんの 戸田橋花火大会は「指定催し」に指定しま
すか？ふるさと祭りや地域のお祭りは？
消防長 「指定催し」の基準は店舗数１００店を目安
とし、戸田橋花火大会（昨年318店）は指定し、ふ
るさと祭り（同50店）は指定しない。地域のお祭り
等は①に該当するため、防火対策を依頼する。
⇒原案通り
議会を傍聴してみませんか？
― 議案の貸出・ホームページ公開へ
以前は議案等のホー
ムページ公開、本会議
での貸出はありません
でしたが、戸田の会（こ
んの）の提案により、今
後は皆さんも広くご覧
いただけます！

活動日記
活動日記

議会以外でも行政視察や地域活動等盛りだくさん！カメラとメモを片手に飛び回りま
した。現場で学ぶと理解もグンと深まります。

行政視察
大阪府高石市、兵庫県豊岡市

群馬県吉岡町、新潟県聖籠町

おすすめウォーキングコース
は戸田市でもできるかな？

健康福祉常任委員会では、「健康になるまちづくり」に取
り組んでいます。健康寿命が県内最下位の戸田市にとっ
て、散歩道整備、健康教室等が参考になりました。

地域活動

▲５３０運動

戸田市議会の「議会だより」
は読みやすいと評判！

議会広報特別委員会では、入賞した町村議会の「議会だ
より」を学びました。議員自ら写真を撮る試みは、さっそく
戸田市でも実践！私もMYカメラを持って写真撮影にGO!

会派活動

▲新曽小学校運動会 ▲ソフトボール大会

▲埼玉県立和光南特別支援学校 ▲喜沢小学校発達支援教室

▲救急救命講習

▲戸田交響楽団

▲荒川左岸水防演習 ▲消防防災ヘリ

▲野崎慎さん個展

新 曽 小 卒 業、 戸
田市在住の日本
画家の野崎さん。
素敵な作品に心
が癒されました。

▲民間発達障害教室 ▲起業家トークライブ

▲さくらパル

知的障害や発達障害のある子どもの教育を見学しまし
た。子どもたちの明るくいきいきと学ぶ姿が印象的でし
た。今後も一人一人にあった支援に取り組んで参ります。

勉強会

▲上田県政検証大会

▲市町村財政分析勉強会

▲県予算勉強会（菅原文仁県議と）

編集後記

戸田の会として、昨年に続き二回目
の県予算の勉強会を開きました。地
域猫活動（去勢手術費等の補助金制
度）等は戸田市でも活用に向けて動
き出しました。

ご協力のお願い

就任して2年目が始まり、提案した政策が少しずつ前進しています。

皆様の温かいご支援をお待ちしており

最初から行政と意見が一致することは多くはなく、平行線のこともあり

ます。なお、政治資金規正法により、日

ます。「行政」と「議員」という立場が変われば正しさも変わる世界のな

本国籍を有する方のご本人様名義での
お振込をお願いいたします。

かで、相手の意見も尊重しながら自分の政策を実現できるよう提案の

◆ゆうちょ銀行から

仕方も工夫するようになりました。2年目を迎えるにあたり、これからの

【口座番号】10320-89298461

課題は皆さんに「自分の声が届いた！」と感じていただけるようにお伝え

◆ほかの金融機関から
【店名】038 【預金種目】普通

することです。議会での成果をお伝えし、新たなご意見を伺うために、

【口座番号】8929846

今後も駅頭活動や市政報告会、インターネットでの情報発信や意見交

こんの桃子後援会

換に取り組んで参ります。

※お手数ですが、お振り込みの際には、
お名前・ご連絡先をご一報ください。

