こんにちは！戸田の会です。
ー

戸田市議会会派「戸田の会」政策レポート第 4 号 ー

左から、
戸田市議会議員

酒井いくろう

（41歳）

こんの桃子

（33歳）

中山ゆうすけ

（30歳）

真木大輔

（34歳）

私たち４人が前回選挙後に「戸田の会」を結成して、もうすぐ４年になります。この間、みなさんの声を市政に反映
するために、戸田の会が続けてきたことが３つあります。みなさんから広くご意見をいただく仕組みの「ご意見
対応システム」
、市政報告会の開催・会派レポートの発行・駅頭活動等の「広報活動」
、駅頭活動やポスティング
により投票所に足を運んで頂くよう訴える「投票率アップキャンペーン」です。今後もこうした活動に加え、必要
に応じて新しい活動にも果敢に挑戦していく会派でありたいと考えております。
第2 回

市政報告会の様子

第3回

市政報告会開催のお知らせ
今年も下記の日程で
「市政報告会」
を開催します。活動報告だけでなく、
みなさんとより充実した意見交換ができるよう、テーマを決めたディ
スカッションを行います。みなさんのご参加をお待ちしております！
日程

11月6日（日）

２０１6年

あいパル

14時００分〜15時30分

お伝えし、直接ご意見をいただく

テーマ

戸田の会では、みなさんに活動を

「市政報告会」を毎年開催しています。

スポーツセンターの
今後のあり方について

グループに別れてテーマディスカッション

を行なっていただきました。

これまでの活動報告に比べ、

より充実した意見交換ができました !

場所

昨年の第２回市政報告会では、

求める議員活動と
議員報酬について
あいパル

上戸田地域
交流センター

研修室

※参加無料です。どなたでもご自由にご参加いただけます。

お申込み・お問い合わせ
準備の都合上、事前にご連絡を
いただければ幸いです。右記の
方法よりお申込みください。

戸田中央
総合病院

東 口

戸田公園駅
〒335-0022 戸田市上戸田 2-21-1
JR 埼京線 戸田公園駅 徒歩 8 分

❶ メール：info@todanokai.com

❷ 電話：048（235）5358 ⁄ FAX：020（4669）8668
❸ 郵便：戸田市新曽1057 803

❹ facebook「戸田の会 第3回市政報告会」

みなさんと一緒に、これからの戸田を

未来を見据えて、いまからまちづくりを。

2016 年

私たち戸田の会は、１期生３人と２期生１人の若手４人の会派です。会派の名前は戸田の
ために働きたいという思いをこめて「戸田の会」としました。戸田の会は旧来の対立構造

市民の声を市政に届ける

にとらわれず、これからの戸田市のために何をすべきかを第一に考えて、この４年間活動
してまいりました。私たち４人の４年間の活動の成果とこれから目指す戸田市のビジョンを

実績

お伝えします。私たちとこれからの戸田市を一緒に作っていきましょう。

実績

ハコモノ工事費の
上限額設定

年間 1,500 万円超の
財源確保

公共施設工事費について、設計発注
段階における工事費の上限額設定を
提案。その後の工事に反映。（真木）

国や県から戸田市への補助金を新
規に確 保。毎 年 1,500 万 円 以 上
の財源確保につながる提案をしま
した。（酒井）

市長の方針に対する代表質問、予算案に対
する討論、予算要望書の提出など、機会を
とらえ、市民の声を市政に届け続けています。

提言
提言

保育園・学童保育室の
待機児童ゼロへ !
一時保育の充実、こどもの国学童開
放、民間学童充実を実現。引き続き
待機児童ゼロを目指します。
（こんの）

実績

実績

教育改革の推進

土のうステーションの設置

２１世紀型スキル教育、英語教育、
プロ
グラミング教育などに関する提言が、
教育改革の後押しに。（真木）

提言により市内１１か所に設置（県内
初）。先般の台風９号では多くの利用
がありました。（真木）

議会改革の推進を !
費用弁償（出席１日当たり 1,500 円
の手当）の廃止、海外派遣の見直し、
報酬削減…等々、支出の削減と、議会
の効率化を !（酒井）

2015 年
投票率アップキャンペーン

国の選挙から県・市の選挙まで、すべての
選挙において投票率アップキャンペーンを実
施。活動が日経新聞に取り上げられました。

実績

実績

24 時間在宅介護
サービスを実現 !

市内 3 駅を喫煙制限・
巡回員配置を実現 !

県補助金（約 1,600 万円）を獲得し、
２４時間自宅に看護師等が巡回する介
護サービスを実現。
（こんの）

駅前の喫煙制限区域指定、１日６時
間の巡回員配置、大型看板設置を実
現しました（約 920 万円）。
（こんの）

若手議員４名により会派「戸田の会」を結成
しました。しがらみに捉われない是々非々の
会派を貫いています。

一、あらゆる角度から必要な政策を検討し、
可能な限りの手段を尽くして実現します。
一、市政情報の提供と、ご意見の聴取を通し、
みなさんの声を市政に反映します。

2014 年

一、市民全体の利益のため、既得権益を打破し、
行政の効率化と民間の活性化を促します。

テーマ別の会派視察

実績

発達支援教育や保育園・学童保育室の安全
など、そのときの戸田市の課題に沿ったテー
マを定め、会派視察を行ってきました。

2013 年
会派「戸田の会」を結成

戸田の会 理念

「小中一貫教育」が
実現へ !
議員就任前から提唱してきた教育
改革、
平成３３年からの導入が決定 !
学力向上や「中１ギャップ」の解消等
が期待されます。（酒井）

これからの戸田のために
ムダ一掃に近道なし !
税を有効に 税金のムダは、具

酒井いくろう

実績
実績

提言

ふるさと納税を魅力的に

上戸田川の水量確保を !

下水事業を
環境と人にやさしく

赤字のふるさと納税を魅力的にする
べく、使途を選択できる方法を提案。
本旨に沿った寄付を実現。（中山）

現在の上戸田川は水量も少なく水質
も悪い。土地区画整理事業と併せて
水量を確保するよう提言。（中山）

9.2% だった浄化槽の法定検査受検
率。市長名での通知や説明会を提案
し、30.9% にまで向上。（中山）

体的に指摘し、一
歩ずつ進めていか
なくては改善され
ません。今後も継
続して、目を光ら
せていきます。

優しく強いまちへ

こんの桃子

戸田市には大きな
可 能 性 が あ りま
す。子ども、女性、
環 境に優しく、財
政、経済、災害に
強 いまちをつくっ
てまいります。

子供たちに未来を託せる
まちに
子供たちが思う存

真木大輔

分 に 遊 び 育 つま
ち。子供たちをしっ
かりと教え育てる
まち。未来のため
のまちづくりを進
めていきます。

みなさんと、これからを
変えてゆく 結成から 4 年間、

中山ゆうすけ

市民のみなさんか
らいただいたご意
見を市政に反映し
てまいりました。ま
だまだ改革は必要
です。

さかい

まき

酒井いくろう

真木大輔

上戸田

新曽

1975年3月4日生まれ
無所属、2期目、会派代表
【学歴】東京大学医学部健康科学看護学科卒業、
同大学院修了（医療政策）
【職歴】マッキンゼー（経営コンサルタント）、
㈱ポピンズ（保育）勤務、会社経営（医学教育）

市民が最優先。

だいすけ

1982年3月7日生まれ
無所属、
１期目、
会派副代表
【学歴】東京大学教養学部基礎科学科卒業、
同大学院
（駒場素粒子論）
中退
【職歴】講師業
（予備校講師）

教育が人をつくる。

1．
「市民が最優先」しがらみのない立場で、 既得権を持った一部の
人 ではなく、 市民 の意思を反映してまいります。

私は、教育・子育て政策を中心に活動してきました。今春、一児の父
となり、より一層の実感を得ています。その他にも、交通まちづくりや

3．
「議員特権の廃止」議員特有の手当や有利な制度を廃止し、支出の
削減をはかります。

これからも、市民のみなさんの思いを託すことのできる議員として、誠
実に活動し続けたいと考えています。

2．
「税金のムダ一掃」行政運営の効率化に近道はありません。コスト
を分析し、具体的なムダを順次、指摘していきます。

安全対策、市民感覚に基づいた行財政改革など、この４年間に多くの
提言を行い、市政へ反映することができました。

ももこ

なかやま

こんの桃子

中山ゆうすけ

新曽地区

喜沢

1985年11月9日生まれ
無所属、
１期目、
会派副代表
【学歴】法政大学地理学科卒業、都立大学大
学院修了
（理学修士）
【職歴】㈱建設技術研究所を退職後、
土地家屋
調査士・行政書士・測量士事務所を代表

1983年3月2日生まれ
無所属、1期目、会派副代表
【学歴】慶應義塾大学文学部社会学専攻卒業、
同大学院法務研究科修了
（法務博士
（専門職）
）
【職歴】内閣府非常勤職員、
国会議員公設秘書

世の中の役に立ちたい!
「若い世代の声を届けたい !」と市政を志しみなさんのお力で市政へ送

り出していただいてから早４年です。すべての議会で登壇し、
活動レポー
トを作り、駅に立ち、市政報告会を開きました。私にはやりたいこと、
やらねばならないことがあります。みなさんの応援を力に変えて、育て
ていただいた地元のために、これからも一生懸命頑張ります !

戸田市議会議員選挙の日程が決まりました

戸田市議会議員選挙

ひたむきに働きます!
戸田は荒川や笹目川をはじめとした河川、彩湖や道満グリーンパーク、

ボートコースなどの施設に恵まれた「水のまち」です。全国のお手本と
なるような環境として、まちづくりをすすめ、自然を脅威としないため
のインフラ整備や防災対策の徹底により、もしもの時でも安心・安全
なまちにしていきます。

ご 意 見 募 集 中
戸田市政について、
戸田の会の活動についてなど、

みなさんのご意見をお寄せください。

平成 29 年 1 月 22 日
（日）
告示

1月 29日（日）投開票
すてないで !
せんきょケン。
18 歳選挙権について

前回の戸田市議会選挙の投票率は
44.61%。半 分 以 上の方が 大 切な
一票を無駄にしています。

前回の参院選で、
18 歳は53.52%と
いう高い投票率でした。これからも
若い世代の声を届けましょう。

会派会議で
議論

対応

（進捗を公開）

市政に反映

みなさんからいただいたご意見のすべてを、会派会議で議題として取り
扱っています。
対応の進捗状況は会派ホームページで確認いただけます。

ご意見送付先

投票率について

ご意見受付

❶ ホームページのフォームから：
http://todanokai.com/

❷ 電子メール：info@todanokai.com

❸ 電話：048
（235）
5358 / FAX：020
（4669）
8668
❹ 郵便：戸田市新曽 1057‒803
発行者：戸田の会

