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矢澤青河

酒井郁郎

金野桃子

浅生和英

佐藤太信

新年度が始まりました。1期生にとっては2年目の議会です。2月臨時会では、それぞれ新しい役職を
語
じ
賜り、新体制でスタートしました（酒井:市民生活、金野:文教・建設、浅生:健康福祉、佐藤:総務、矢澤:
総務（副委員長））。3月議会では、総額500億円を超える過去最大の予算を審議・可決しました。人
口は子育て世代を中心に右肩上がりで増え、14万人に手が届きそうです。人口増加に合わせて、市
民の皆さんの税金をどのように使うか、“選択と集中”をしっかり見極めて取り組んで参ります。

平成３０年３月議会

各委員会報告

予算：H３０年度予算

補正：補正予算

報告：担当課報告事項

条例：条例

予算

Ｑ．市内Wi-Fi環境の整備と周知は？
Ａ．今年度は避難所を優先的に市内小中学校18校、公共
施設19箇所を整備。広報紙やHPにて周知予定。
予算 Ｑ．庁舎案内等検討業務の詳細は？
Ａ．庁舎２階市民課前の階段撤去に伴い、市民の利用が
集中する２階と３階部分について、来庁者がわかりやすい
案内サインやカウンターなどの検討を行う。

Ｑ．戸田第一小学校の建て替えの詳細は？
Ａ．平成30年度に基本計画、33・34年度に工事、35年
度に新校舎供用開始を予定。今後、保護者や地域の
方を含めた準備委員会を発足し、諸課題を検討する。
報告 Ｑ．未来へはばたく人材育成資金給付金とは？
Ａ．戸田市名誉市民である戸田中央医科グループ会長のご
寄付（2億円）で創設した非課税世帯対象の給付型奨学金。

Ｑ．年々増加する生活保護扶助費の現状と要因は？
Ａ．平成30年1月末、生活保護は1,788世帯2,286人で
約25%が75歳以上。扶助費は約51億円（医療：約23億
円、生活：約16億円、住宅：約10億円）で、医療費上位
100人の傾向として脳血管、がん、精神疾患が75％を占
める。家族の支援が無い方や単身生活者、年金生活苦
の方が増えたのが要因。

Ｑ．駐輪所の指定管理者制度による運営状況は？
Ａ．駐輪場運営納付金（運営企業から市への支払金）
は、28年、29年の7000万円→30年は7500万円に増
額した。10年間で8億2500万円の納付を受けるが、毎
年の金額については運営状況を見ながら決定する。サ
ービス面では、雨用のカッパの販売を検討する。故障や
パンクの修理は、事業者がおらず困難。

予算

予算

予算

代表質問

酒井いくろう

会派代表

【医療センター】経営改善と質向上を！

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）、市民生活他

酒井 ①経営改善に向けた抜本的な戦略の提示。②医療セ
ンターが果たすべき役割の再検討。③目標数値の再検討
と、可能な限り早期における運営主体の決定。
市長（神保前市長） 修正の必要は無い。案の通りにいく。

＿

酒井 進行中の戸田東小中の建替は、保護者や周辺住民と
【背景】 医療センターの新しい経営改革プラン（案）が発表
されました。前プランの計画期間は目標値を大きく割り込
み、医療センターは毎年3億円前後の繰入金（市税投入）
が計上されています。また、医療の質やサービス向上といっ
た課題についても大いに改善が求められています。
ところが、新しいプランに経営改善への具体策は無く、目
標設定も数合わせに終始したものです。本計画は経営改善
への意欲の感じられるものではなく、前の５年間の計画期間
をなぞる可能性が極めて高い。また、このようなプランの立
案に予算約１千万円をかけた外部委託は大いに疑問です。
そもそも、医療センターは、以前から民間委託等の導入
検討対象とされており、28年度末を目処に運営主体の決定
を行うことになっていました。決定を６年以上先送りするにあ
たり、以下を提言しました。

こんの桃子

会派幹事長

一体の計画とはいかず、議会からも、準備期間を十分に取
り、周辺住民にも配慮した施設とすべきだった、という意見が
出た。建て替えは50年に一度の大事業。教育上の使い勝手
や周辺住民の利用、児童生徒数の増減等、十分配慮したベ
ストな校舎を。
市長（神保前市長） 時間をかけ検討する。

酒井 市が建築基準法に違反する道路築造を行った全国的
にも事例の無い事案。是正のため7億円以上の予算が計上
されたが、問題の全容や進捗等、未だ公表されない。そこで
次の3点を提案する。①問題全体の調査、公表。②迅速か
つ柔軟な対応による費用の最小化。③再発防止
市長（神保前市長） 事案の性質上、公表はできない。

【随意契約】適正化・透明化を！

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】文教・建設、議会運営、議会
改革他
【その他】防災士、手話検定２級

【背景】 12月議会で、上尾贈収賄事件で逮捕された事業
者が、戸田市でも公共施設の管理業務を20年以上年間約
六千万円で随意契約（見積競争、「緊急の必要」、予定価
格聴取は一社のみ、落札率ほぼ100％）していたことを取り
上げたところ、大きな反響がありました。他施設でも同様の
契約があると聞き、改めて3月議会で取り上げました。
こんの 長年随意契約で建物管理業務を委託している施
設は。
財務部長 市庁舎、図
書館、福祉センター、彩
福祉センター
市庁舎
湖自然学習センター等
10施設で長年各一社と
随意契約をしてきた。平
図書館 彩湖自然学習センター
成28年度頃から一般競 ▲長年、随意契約で建物管理を業
務委託していた施設
争入札へ移行している。

こんの 公共調達では一般競争入札が原則。随意契約が
できる「緊急の必要」は災害時等を示し、「戸田市随意契約
ガイドライン」での上限額は50万円。予定価格を一社のみ
聴取する方法は県内で逮捕者も出ている。随意契約の適
正化・透明化を進め、事業者との交渉記録を残す等のルー
ル化を。
財務部長 ルール化に向けて研究、検討する。
こんの 市長はこれらの事業者との面識や不適切な関係は
あるか。
市長（神保前市長） まったくない。ベストでなくともベターなや
り方であり、戸田市では不適切な行為はないと確信している。
―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――※―――

【ポイント】 建設では比較的一般競争入札が徹底されて
いますが、業務委託ではいまだ見積競争（随意契約）が
多く行われています。一社からの予定価格聴取、「緊急の
必要」の濫用、落札率ほぼ100％を是とする慣例等、改
善すべき点は多々あります。県内では同様の方法で逮捕
者も出ています。クリーンな戸田市政を信じています。

こんの 申請書の電子ファイルでの提供等、簡略化を。
子ども青少年部長 簡略化に努めてまいる。

あそう和英

【情報発信】イベントカレンダーの充実を！

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】健康福祉、交通対策他
【その他】社会福祉士、精神保健福祉士

あそう 情報発信について、本市ホームページのイベント
カレンダーには時々載っていない行事がある。市民が活
用し、行事が確認できるようイベントカレンダーを充実さ
せ、魅力的にして欲しい。①運用と、今後の取り組みは②
自治会町会のイベント掲載は③市民団体のイベント掲載
は④小中学校のイベント掲載は⑤ｔｏｃｏプリとの連携は。
総務部長 ①イベント所管課の判断で掲載・修正を行う。
魅力的な工夫、研究してまいる。
市民生活部長 ②希望により対応可能、町会連合会の
意見も聞き検討する。
総務部長 ③関与の度合等を考慮し、所管当課の判断
により登録可能である。
教育部長 ④情報掲載は考えていない。学校行事に関す

佐藤太信

会派会計

る情報は、主に児童生徒と保
護者に対しての情報。保護者
等に、年間の行事計画表を配
布し、町会には「学校だより」を
回覧により周知している。シス
テム上も現在は直接掲載でき
ない。
政策秘書室長 ⑤「地域情報
の発信窓口」として、連携は重
要。改修の際に検討する。
▲スマホアプリ「toco ぶり」

あそう 教育相談支援体制は県内でもトップレベルであり、
とても充実している。しかし、原因は様々だろうが、客観的
に人数の多さが気になる。不登校対策について伺う。
教育部長 例えばフリースクール等の活用を図るなど、児
童生徒への発達の段階に応じた相談体制を充実させ、切
れ目のないチームによる支援体制の構築に努めてまい
る。

【バリアフリー】各部署との連携を！
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】総務、議会広報他
【その他】臨床心理士

【背景】 本市において、バリアフリー環境整備を進めるため
には全庁的な取組み、各部署との連携が必要と感じてい
る。どのような箇所に障壁があり、どのような部分を改修した
ら市民にとって利用しやすくなるのか。街づくりの整備を進め
るためには、関係当事者からの声を聴く機会を設けるべきで
はないか。今後の対応を一般質問で取り上げました。
佐藤 ①市役所周辺の音響式信号・点字ブロックの設置を。
②障害者差別解消法の周知や相談支援体制整備を。
③歩行困難な方に対する不動産情報の支援を。
④庁舎内のバリアフリー環境整備を。
⑤各部署との連携、関係当事者の
点
字
声を聴く仕組みを。
ブ
がロ
都市整備部長 ①市役所周辺の点
無ッ
いク
字ブロックの設置は検討する。戸田
市役所前交差点
駅から市役所までは、区画整理事業

を進める中で設置する予定。
市民生活部長 ①音響式信号の設置は、蕨警察署を通
じて検討する。
福祉部長 ②イベント等を通じて効果的な周知方法、基幹
相談支援センターの設置を含め検討する。
③賃貸を探す支援は相談支援事業者と連携して実施する。
⑤関係課に寄せられた相談事例や課題の情報共有を行う。
財務部長 ④8階は簡易式洋式トイレの設置等を検討する。
教育部長 ⑤戸田第一小学校建設にあたり、通常学級のみ
ならず特別支援学級の保護者の意見を伺い、関係各部署と
連携する。

佐藤 介護者の夜間相談、心理相談の検討を。
福祉部長 実態を把握し、今後の検討課題とする。

佐藤 道路防災上の向上、安全で快適な通行空間の確
保、良好な景観形成から、無電柱化推進の予定は。
都市整部長 一部駅前において電柱の地中化は進めて
いる。今後の取組みについては、国の動向を鑑み、無電
柱化推進計画の策定を検討する。

やざわ青河

【ロケ支援】情報発信と更なる推進を！

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（６年間）
【委員会】総務（副委員長）、議会広報他
【その他】消防団、防災士

やざわ 戸田市フィルムコミッション※(ＦＣ)は年間150万円
の補助金で水と緑の公社が担っているが、その実績は？
環境経済部長 年間200件程度の問い合わせ、70～80
件程度の撮影に使われている。中でも彩湖・道満が多い。
やざわ ＦＣのＨＰはロケ情報等の更新頻度や実績発信が少
ない。市民や製作者へ向け、ＳＮＳ等情報発信を進めては？
環境経済部長 公社と協議して、早期改善を目指す。撮
影実績公表も多くの媒体で実施できるよう努める。
やざわ 現在、ＦＣと公社のＨＰは別々に委託しているが、統
合しては？また、フォトコンテストにインスタを活用しては？
環境経済部長 統合を視野にＳＮＳ活用等研究する。
やざわ 様々なロケ地検索サイトがある。プロの撮影やフォト
コンテストでロケ地の魅力的な写真を増やし、活用しては？
環境経済部長 検索サイトへの掲載を積極的に進める。

やざわ ①景観に配慮した濃い色の車
止めポールが夜間視認できず危険。
②交差点歩車道境界縁石２ｃｍの段
差が車椅子等の障害となる。
③県内で標識の倒壊による怪我や歩
道橋からの幼児落下事故があった。
以上について、市の対策を求めました。▲街灯から遠い車止め
道路河川部長 ①反射テープ等の設置を検討する。
②都市計画道路では、視覚障害者の識別性を確保しつ
つ、段差解消を図っている。
③照明灯は腐食点検を全て実施。歩道橋は事故後全て
点検し対策した。

やざわ 納付しやすい環境整備や口座振替への切り替え促
進が大切。収納対策の更なる推進や相談体制は？
総務部長 平成31年に総務省が「地方税共通納税シス
テム※」の全国的な導入を計画。戸田市でも導入を予定。
口座振替促進は西武ライオンズとのイベントを検討している。
相談体制は窓口や市民相談案内等、関係部署と連携する。

※フィルムコミッション:映画やCM等の撮影場所誘致や支援を行う機関。 ※地方税共通納税システム：eLTAXによる納税について、一度の操作で複数団体への電子納税を可能とするサービス。

会派活動
2018.01.15

その他の活動について

＠草加市役所

2018.04.10

戸田・蕨・川口・草加合同の議
員研修会に出席。「天気予報
の限界とは？気象災害から身
を守るには」というテーマで天
気予報と防災を学びました。

＠戸田駅

市内3駅で議会が終わるたび
に会派レポートをお配りしてい
ます。この度は市長選挙もあ
り、市民の皆さんの関心が高
まっていました。

2018.04.03

＠戸田市長室

2018.04.12

菅原文仁新市長を表敬訪問
しました。実に20年ぶりの新市
長のもと、戸田市が大きく動き
出します。

2018.04.10

＠戸田市役所

入札などの公共調達に関する
勉強会。複雑でわかりにくい入
札制度について、担当課から現
状をヒアリングし、疑問点や改
善点について話し合いました。

＠飯能市役所

タブレットを使った聴覚障がい
者窓口支援は全国初の取り組
みです。外国人にも高齢者に
も応用できるこのシステムに期
待が広がります。

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：todanokai.com/

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

info@todanokai.com

